
　競技会開始宣言に先立ち
以下の歓迎アトラクション
で出場選手の応援や来県者
のおもてなしを行います！
●吹奏楽演奏（県立今市高等学校の生
徒＆県警音楽隊）●和楽器演奏（日光観
光大使）●いちご一会ダンス（日光市立
今市小学校の児童）

　  各種試験のお知らせ
◎自衛官採用試験（自衛官候補生）
●試験日：1/10（月･祝）～12（水）D1/5（水）
9自衛隊栃木地方協力本部☎028-634-3385
◎栃木県民公園福祉協会職員採用試験
●試験日：1/30（日）●対象：S62/4/2以降に
生まれた方●申込期間：1/4（火）～20（木）
9栃木県民公園福祉協会☎028-659-5868
◎危険物取扱者試験（第3回）
●試験日：3/6（日）●申込期間：1/11（火）～
21（金）
9消防試験研究センター栃木県支部
☎028-624-1022

●食の安全・安心に関する情報や意見の
交換を行います22名（選考）D1/13（木）
9県生活衛生課☎028-623-3114

●募集区画数：7区画●宅地面積：221.16～
391.99平方メートル●販売価格：402万～
871万円●受付方法：先着●販売価格に対
して定住促進支援、外構工事助成あり
9栃木県住宅供給公社☎028-622-0463

　  企画展「早春の花展」　　　　 FG E

●1/23（日）まで●春を告げる色鮮やかな
花々等の展示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

●1/29（土）～30（日）1泊2日●対象：県内
在住の方2 6組25名（先着）4年齢等に

よって異なるD1/14（金）
9県民の森管理事務所（矢板市）☎0287-43-0479

　  ハンガリーとのオンライン交流会　   
●2/10(木)●街歩きツアー、
チャット交流●対象：県内在
住または県内に通勤･通学す
る方2 100グループ(抽選)
4無料●申込期間：1/4(火)～14(金)
9県総合政策課☎028-623-2209

　  県庁見学「県庁walk」　　　　FG E

●2/16（水）午前10時～午後
3時●対象：大学生･専門学校
生220名（抽選）4無料●申
込期間：1/4（火）～17（月） 
9県県民プラザ室☎028-623-3757

　  ふれあい広場　　　　　　　   FG

●2/26(土)～27(日)1泊2日●雪遊びや創
作・調理活動など●対象：ハンディキャッ
プがある方とその家族等215組(抽選)
4年齢等によって異なるD1/12(水)正午
9なす高原自然の家(那須町)☎0287-76-6240

　  水族館ツアー　　　　　　　　FG

●3/5（土）～6（日）1泊
2日●大洗水族館の見学
や体験活動など●対象：
県内在住の方2120名（抽
選）4年齢等によって異なるD1/24（月）
9とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）
☎0291-37-4004

　  春キャンプ　　　　　　　　　FG

●3/5（土）～6（日）1泊2日●キャンプファ
イヤーや天体観測などの体験活動●対

象：県内小学3～6年生 240名（抽選）
44,000円●申込期間：1/17（月）～31（月）
9太平少年自然の家（栃木市）☎0282-24-8551

　  冬から増える山火事を防ごう
●火から目を離さない、火の取り扱いに注
意するなど一人ひとりが心掛けましょう
9県森林整備課☎028-623-3298

　  女性とシニアのための面接会
◎ミニ面接会
●1/13（木）：キョクトウとちぎ蔵の街楽
習館FG（栃木市）●1/21（金）：那須野が原
ハーモニーホールF G（大田原市）●1/25
（火）：足利市民プラザFG 2各30名（先着）
◎合同企業面接会
●2/1（火）：那須野が原ハーモニーホール
FG（大田原市）250名（先着）
※いずれも●午後1時30分～3時30分
●対象：就業を希望する女性・シニア等
4無料D開催日の前日
9（株）ワークエントリー☎028-612-8643

　  福祉のお仕事（県南エリア）就職フェアFG

●1/22（土）午後1時～3時30分●小山市
立中央公民館●求人事業所との合同相談
会等●対象：福祉･介護職への就職を希望
する方（高校生を除く）4無料●要申込
9福祉人材･研修センター☎028-643-5622

　  男性のワーク･ライフ･バランス講座FG

●1/29（土）午後1時30分～3時30分●パル
ティ（宇都宮市）●テーマ：男性が介護を
するとき～男性介護とワーク･ライフ･バ
ランス～224名（先着）4無料D1/21（金）
9とちぎ男女共同参画センター☎028-665-8323

　  防災意識啓発シンポジウム　FG E

●2/12（土）午後2時～●県総合文化セン
ター（宇都宮市）2200名（先着）4無料
D2/7（月）
9県危機管理課☎028-623-2695

　  つつじヶ丘ニュータウン（矢板市乙
　  畑）宅地分譲募集

　  とちぎ食の安全･安心推進会議委員
　  の募集

◎1/3（月）、8（土）、9（日）は閉館日です
栃木県本庁舎のお知らせ

　令和4 ( 2 0 2 2 )年に生誕
140年を迎える童謡詩人・野
口雨情。宇都宮で終焉を迎え
たその生涯と生きた時代を、
直筆原稿や遺愛の品の数々
を通してたどります。

栃木県立博物館テーマ展
「生誕140年記念　野口雨情
～童心の詩人と終焉の地・宇都宮～」

休会期：1/15(土)～2/13(日)　月曜
9同館(宇都宮市)☎028-634-1312

TOCHIGI 文化ガイド

いよいよ今月本県で冬季大会開催 ! ライブ配信で楽しもう !

競技紹介（正式競技：2競技）

◀国体チャンネルで冬季大会の
式典・全正式競技をライブ配信
およびアーカイブ配信
します

募集！

開会式を実施！

　国体では複数の選手が同一のコース
を滑走して、順位を競う独自のレース
方式で実施。最高時速60キロに迫るス
ピード感や判定ライン直前の先頭を巡
るしれつな競い合いが見どころです！

　集団で滑走するため、激しく順位が
入れ替わり、コースの奪い合いで選手
同士が接触することもあるスリリング
な競技。着順で順位が決まるため、いつ
仕掛けるかの駆け引きがポイント！

　氷上での滑走による優雅さ、その中
で繰り出されるパワーあふれるジャン
プや美しいスピンからは目が離せませ
ん。選手が音楽を全身で表現する振付
や表情なども大きな魅力！

　「氷上の格闘技」とも呼ばれ、激しい
ボディーコンタクトが繰り広げられる
競技。いつでも選手交代可能で、選手の
パフォーマンスを最大限に引き出すた
めのベンチワークも見どころです！

　円をめがけて各チームが交互にス
トーンを投げ滑らせ、円の中心部により
近づけることによって得点
を競います。

カーリング ＠日光市細尾ドームリンク
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1/25（火）～28（金）

1/24（月）～27（木）

1/24（月）～25（火）

1/26（水）～30（日）

1/24(月)＠日光市今市文化会館

2/27（日）

スケート（スピード）
＠日光市霧降スケートセンター

スケート（ショートトラック）
＠今市青少年スポーツセンター屋内スケートリンク

スケート（フィギュア）
＠県立日光霧降アイスアリーナ

アイスホッケー
＠県立日光霧降アイスアリーナ､日光市細尾ドームリンク､今市青少年
スポーツセンター屋内スケートリンク

●募集内容：「いちご一会とちぎ大会」
リハーサル大会 兼 第18回栃木県障害
者スポーツ大会への出場選手●開催
日：5/21（土）､22（日）D1/14（金）
9県全国障害者スポーツ大会課
☎028-623-3530      028-623-3527FAX

冬季大会 1/24（月）～30（日）

　  森の集い「星ふる学校『くまの木』に
　  泊まって星を観よう」

第77回国民体育大会

第22回全国障害者スポーツ大会

夢を感動へ。感動を未来へ。

冬季大会に続いて､
本大会は10/1(土)～11(火)、
障スポは10/29(土)～31(月)
本大会は10/1(土)～11(火)、
障スポは10/29(土)～31(月)
本県選手団の情報などを随時更新していきます！

に開催！

開催まで
あと300日※

デモスポって？
　県民の方なら原則誰でも参
加が可能な競技です（競技によ
り年齢制限等あり）。幅広い年
齢層の方が参加できます。

リハーサル大会出場選手募集中！

詳しい情報は電子版ガイドブックで！

競技紹介（冬季大会デモンストレーションスポーツ（デモスポ）：1競技）

とちぎ国体･とちぎ大会特設ホームページもチェック！

　各競技の見どころやスケ
ジュールの詳細を掲載して
います。ご自身のスマホ等
から見たいときにいつでも
確認できます！

さっそく
見てみる！

さっそく
見てみる！

　 参加には事前申込が必要です。競技により順次申込受付を開始します。
カーリングの申込期間は1/10（月・祝）～2/10（木）！詳しくはこちらで確認を

▲申込はこちら

※写真はイメージです

県公式SNS登録で県産いちごが当たる！
コタツde登録キャンペーン
県産スカイベリー&とちあいかを
抽選で計10名様にプレゼント！

9県広報課☎028-623-2192

県公式TwitterまたはLINEから
アンケートに回答してね
県公式TwitterまたはLINEから
アンケートに回答してね

1/23（日）まで

詳しくは
こちら

フォロー& RTフォロー& RT 友だち追加友だち追加

環境に配慮した大会の開催に取り組んでいます
※1/2（日）時点

※感染防止対策上、各会場への入場は
関係者のみ
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Information
県政 お知らせ試験・募集

講座・催し

マークの説明 2定員　D応募・申込締切　4受験・参加料金　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

詳しくは
県HPで！イベント


