
　  かしこい消費者講座[オンライン]
●11/25（木）～R4/2/28（月）●オンデマ
ンド配信●「エシカル消費」「金融」「情報・
通信」「契約」「表示」の5分野の講座4無料
（通信費等は自己負担）
9全国消費生活相談員協会☎03-5614-0543
※受講希望の方でオンラインでの受講が
できない方は、以下に問い合わせを
9県くらし安全安心課☎028-623-2135

●11/28（日）～12/4（土）●オンデマンド配
信●肝臓病の基礎知識や最新の治療につい
ての講演など4無料（通信費等は自己負担）
9自治医科大学消化器内科☎0285-58-7348

　  女性とシニアのためのミニ合同面接会FG E

●11/29（月）午後1時30分～3時30分●道
の駅日光 日光街道ニコニコ本陣（日光
市）●対象：就業を希望する女性・高齢者
230名（先着）D11/28（日）4無料
9（株）ワークエントリー☎028-612-8643

　  福祉・介護職スタート講座     FG E

●12/4（土）午前10時～正午●とちぎ福
祉プラザ（宇都宮市）●対象：福祉・介護職
を希望する方215名（先着）4無料
9福祉人材・研修センター☎028-643-5622

　  同行援護従事者養成研修　　 FG E

●一般課程：12/6（月）～8（水）228名（選
考）431,500円●応用課程：12/13（月）～
15（水）232名（選考）421,500円
※いずれも●とちぎ福祉プラザ、県庁ほ
か（いずれも宇都宮市）●対象：研修後に
同行援護従事者として従事を希望する

70歳未満の方（応用課程は一般課程修了
者のみ受講可能）D11/15（月）
9栃木県視覚障害者福祉協会☎028-625-4990

　  栃木県医療安全講習会　　　 FG E

●12/16（木）午後1時30分～3時30分●県
総合文化センター（宇都宮市）●演題：上
手な病院のかかり方～医者が教える10の
コツ～260名（先着）4無料D12/6（月）
9県医療政策課☎028-623-3085
　

●12/18（土）午後1時30分～3時30分●ラ
イブ配信●テーマ：ライフシフトは楽し
い!～人生100年時代のライフキャリアを
デザインする～280名（先着）4無料（通
信費等は自己負担）D12/10（金）
9とちぎ男女共同参画センター☎028-665-8323

　  家庭生活支援員養成研修 　FG E

●R4/1/15（土）～2/12（土）期間中の5日
間●パルティ（宇都宮市）●対象：全日参
加が可能で、受講後にひとり親家庭等へ
の支援に従事できる方230名（選考）4無
料D12/10（金）●託児は要予約
9栃木県ひとり親家庭福祉連合会（月曜・
祝日は休館）☎028-665-7806

　  伝習生等募集のお知らせ
◎窯業技術支援センター伝習生募集
●対象：県内で窯業に従事しようとする
方●育成期間：1年210名（選考）※試験
日：12/9（木）4無料D11/24（水）
9同センター（益子町）☎0285-72-5221
◎紬織物技術支援センター伝習生等募集
●対象：県内で製織業務に従事しようと

する方●育成期間：1年2伝習生：6名（選
考）､研究生：2名（選考）※試験日：12/
22（水）4無料D12/3（金）
9同センター（小山市）☎0285-49-0009

　  公立学校共済組合栃木支部職員採用試験
●試験日：12/11（土）●対象：H4/4/2～H12/
4/1に生まれた方（大学卒業程度）●募集職
種：事務職●出願期間：11/10（水）～30（火）
9同支部（県学校安全課内）☎028-623-3432

●11/21（日）まで●暮らしの中で癒やし
効果がある植物を展示4大人410円､子
ども200円
9とちぎ花センター（栃木市）☎0282-55-5775

　  EAST AREA Sports Day2021FG E

●11/23（火・祝）午前9時～午後9時●日
環アリーナ栃木（宇都宮市）●スポーツ教
室や飛び込みプール体験会、ボルダリン
グ体験会など4無料（一部を除く）※要
予約
9同施設☎028-658-5900

●11/28（日）午前9時30分
～正午●対象：本県在住の
中学生以上212名（先着）
41,000円D11/12（金）
9県民の森管理事務所（矢板市）☎0287-43-0479

　  わくわくハッピーピザ作り　　FG

●12/18（土）、19（日）いずれも午前9時～
午後1時●対象：3歳以上の子を含む家族

2各回30名（抽選）4500円D11/15（月）
9太平少年自然の家（栃木市）☎0282-24-8551

　  開運!海浜初日の出　　　　　  FG

●12/31（金）～R4/1/1（土・祝）1泊2日
●対象：本県在住の方2 150名（抽選）
4年齢により異なるD11/15（月）
9とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）
☎0291-37-4004

　  不動産取引法律相談　　　　 FG E

●11/18(木)午後1時30分～4時●県庁昭
和館多目的室2●弁護士などによる不動
産取引の法律相談(宅地建物取引業法の
範囲)23件(先着)4無料D11/11(木)
9県住宅課☎028-623-2488

　  芳賀地区合同公売会 　　　　　FG

●入札期間:11/29(月)～12/10(金)(12/
4(土)､5(日)を除く)午前8時30分～午後
5時15分●入札場所:真岡県税事務所●県
と県内の市町が地方税の滞納により差し
押さえた物品を売却する公売会※出品中
止の場合あり
9真岡県税事務所☎0285‒82‒2135

　  県立宇都宮高校通信制学校説明会
●12/19(日)午前10時～午後1時●同校講
堂および通信棟●対象:入学・転入学・編
入学希望者およびその保護者D12/10(金)
9同校通信制☎028-633-1427

　  令和4年版栃木県民手帳の販売開始
●県統計協会(県庁本館
7階統計課内)や県内の
書店等で販売4550円
9同課☎028-623-2242

 

　　森の集い「森の香りのクリスマススワッグ
　　づくり」　　　　                  FG

　　インドアグリーン展～おうちで楽しむ
　　癒やしの植物たち～            FG E

イースト エリア スポーツ デイ

男性のワーク・ライフ・バランス講座
[オンライン]

市民公開講座「肝ぞう病の原因と治療
2021ｰ肝がん撲滅運動ｰ」［オンライン］

　食事券が使える加盟店を募集しています｡新たに加盟店
登録する場合は､｢とちまる安心認証｣の取得などが条件と
なっています。
　既に登録している飲食店は､｢とちまる安心認証｣の取得
は必須条件とはなっていませんが､積極的な認証取得をお願いします｡

9同事業栃木県事務局☎028-341-1647（平日：午前10時～午後5時）

　10月31日現在の12歳以上の接種率
は､右記のとおりです。
　11月以降も市町では引き続き接種
を行っています｡希望される方は､お住
まいの市町にお問い合わせください。

83.23％83.23％
85.76％85.76％ 78.57％78.57％

77.97％77.97％

県内旅行代金の割引　県内土産物店等で使える地域限定クーポン

基本的な感染
防止対策の実
施を忘れずに！

県民の県内宿泊旅行または日帰り旅行

感染防止対策が徹底された｢とちまる安心認証店｣(認証ステッ
カーが目印)をご利用ください

安全･安心な旅を楽しむために安全･安心な旅を楽しむために 安全･安心な外食を楽しむために安全･安心な外食を楽しむために

最大
  1人7,000円相当

最大
  1人7,000円相当

1冊2,000円分1冊2,000円分

　　　　　　　　　 12月31日（金）宿泊分または出発分（日帰り旅行）まで
※売り切れ等により早期終了する場合があります
　　　　  指定の県内旅行会社または旅行予約サイト
※宿への直接予約は対象となりません

6,000円～
10,000円未満

宿泊旅行
(1人1泊につき)

日帰り旅行
(1人につき)

10,000円以上

5,000円以上

3,000円

5,000円

2,000円

2,000円分

1,000円分

対象
割引額等 販売価格

申込方法

対象(販売)期間

旅行代金 割引金額 限定クーポン

10,000円で → 12,000円分の食事券

キャンペーン
栃木食事券

1冊10,000円（税込）（1,000円券12枚つづり）

1人1回2冊まで

販売期間 11月10日（水）～12月15日（水）※売り切れ次第終了
利用期間 購入日～12月15日（水）
※販売期間･利用期間ともに終了日は延長となる可能性があります
利用店舗
販売窓口

購入上限

おトクおトク おトクおトク

みんなで
とちぎの経済を元気に

旅行前にワクチン2回接種をお済ませください。未接種の方
は、PCR検査等をお願いします

9同事業事務局☎028-614-7207(平日：午前10時～午後5時)

9県感染症対策課☎028-623-3077

詳しくは
こちら

ホームページ
はこちら

ワクチン関連情報
の詳細はこちら

県内の加盟飲食店で使える食事券の販売

※加盟店･販売窓口はホームページでご確認ください

「加盟店」として登録されている県内店舗
県内郵便局（311局）ほか

県主導で設置した接種会場は、新規の
予約受付を終了しました

新型コロナワクチンの県内接種状況 新規「加盟店」募集
1回目 2回目

栃木県
全　国

認証ステッカー

加盟店について
認証について 9事務局☎028-341-9715（平日：午前10時～午後5時）

9事務局☎028-341-2550（平日：午前10時～午後5時）
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　マークの説明 2定員　4受験・参加料金　D応募・申込締切　9問合せ・申込先　F身障者用駐車場　G身障者用トイレ　Eオストメイト対応トイレ

県のSNSは
こちら

詳しくは
県HPで！募集・試験

講座
お知らせ（4面に続く）
イベント・催し

　託児サービス

Information
県政


