
     各種試験のお知らせ
◎調理師・製菓衛生師試験
●試験日：8/3（水）●申込期間：6/15（水）～
17（金）
9県生活衛生課☎028-623-3114
◎登録販売者（医薬品医療機器等法関係）試験
●試験日：9/6（火）●申込期間：6/20（月）～
24（金）
9県薬務課☎028-623-3120
◎介護支援専門員実務研修受講試験
●試験日：10/9（日）●申込期間：6/10（金）～
30（木）
9とちぎ健康福祉協会☎028-650-5587

     高校再編県民フォーラム参加者募集
●県内7会場（宇都宮市、足利市、栃木市、
日光市、真岡市、大田原市、那須烏山市）
●高校教育の現状と課題の説明や在り方
の意見交換など●開催日等は県ホーム
ページで確認を
9県総務課☎028-623-3364

     県育英会高校奨学金貸与者の募集
●対象：令和4年4月に高等学校または専
修学校高等課程（修業年限2年以上）に在
学する生徒●貸与月額：国公立18,000円、
私立：30,000円D 6/24（金）
9栃木県育英会☎028-623-3459

     栃木県シルバー大学校第43期生募集
●対象：県内在住で地域活動に意欲のあ
る60歳以上の方、50歳以上で市町長の推
薦がある方4年額19,000円（テキスト代
等別）D 6/30（木）●詳しくは入学を希望

する各校へ問い合わせを
9中央校（宇都宮市）☎028-643-3390
　南校（栃木市）☎0282-22-5325
　北校（矢板市）☎0287-43-9010

     JICA海外協力隊2022春募集
●自身の知識や経験等を生かして、途上
国の課題解決に協力●対象：日本国籍を
有する20～69歳の方D6/30（木）
9国際協力機構（JICA）栃木デスク
☎028-621-0777
　　

●7/30（土）午後1時30分～3時30分●壬
生町役場新庁舎●対象：県内に在住、通
勤・通学している方2 50名（申し込み多
数の場合は抽選）D 7/13（水）
9県広報課☎028-623-2158

     とちぎ再就職フェア　　　 　 FG

●7/5（火）午後1時～5時●ホテル東日本宇
都宮（宇都宮市）●コロナ禍で離職された方
等と､企業とのマッチング●対象：県内で
就職を希望している方4無料D 6/30（木）
9とちぎ就活リスタート支援事業事務局
☎050-2000-7276

●7/9（土）午後1時15分～3時30分●パル
ティ（宇都宮市）●テーマ：スポーツから
考えるジェンダー平等～女性リーダーの
役割～280名（先着）4無料（託児は1人

500円）D 7/1（金）
9とちぎ男女共同参画センター☎028-665-8323

     スゴイ植物展    　　　　　　FGE

●7/10（日）まで●個性的で変わった姿
や形、不思議な生態など植物の生きるた
めの“スゴイ”部分を紹介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

     国際避暑地日光 皇室・大使の別荘めぐり
●9/30（金）まで●日光市内●かつて皇室
や西洋人たちのプ
レミアムリゾート
だった歴史をたど
るモバイルスタン
プラリー
9県自然環境課☎028-623-3211

     やさしい草木染め    　　　　　　F

●7/9（土）～10（日）1泊2日●藍や紅花など
を使った草木染めを行います●対象：県内
在住の成人の方2 20名（抽選）4 10,000円
D 6/17（金）
9芳賀青年の家（益子町）☎0285-72-2273

     どきどきキャンプ    　　　　 FG

●7/30（土）～8/1（月）2泊3日●人や自然
と触れ合いながら、生きる力を育みます
●対象：県内の小学4～6年生2 24名（抽
選）4 12,000円D6/24（金）
9太平少年自然の家（栃木市）
☎0282-24-8551

     ファミリー登山教室   　　　　FG

●8/6（土）～7（日）1泊2日●家族で茶臼岳
の頂上を目指し、絆を深めます●対象：小
学生以上の家族235名（抽選）4年齢等に
より異なる●申込期間：6/7（火）～7/2（土）
9なす高原自然の家（那須町）☎0287-76-6240

     とちぎ・いばらき協力地引網  　FG

●8/20（土）～21（日）1泊2日●両県の家
族が自然体験や地引網などの活動を通
し、交流を深めます●対象：栃木県および
茨城県の小学生を含む家族245組（抽選）
4年齢により異なるD 7/11（月）
9とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）
☎0291-37-4004

　　

●7/2（土）①午前10時～正午②午後1時
30分～3時30分●授業見学や実習体験な
ど4無料●当日直接会場へ
9県労働政策課☎028-623-3237

     栃木県政世論調査にご協力を
●暮らしや県政への要望などの調査●18歳
以上の県民の方から無作為に抽出した
2,000名に調査票を郵送しますので、ご協
力ください●6/30（木）までに返送してく
ださい（個人情報は厳守します）
9県広報課☎028-623-2158

◎6/5（日）は閉館日です
栃木県本庁舎のお知らせ

第77回 国民体育大会 10/1（土）～11（火）

10/29（土）～31（月）第22回 全国障害者スポーツ大会
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●オリジナル
缶バッジ作り
●炬火ランナー体験＆とち
まるくんフォトスポット

●募金グッズ販売

開催100日前イベント
国内最大のスポーツの祭典「国民体育大会」と障害のある選手が活
躍する「全国障害者スポーツ大会」が本県で開催されるまであと
100日に迫りました。これを記念し、皆さんが参加できるイベント
を開催します。ぜひ、お越しください。

6/25（土） 午前10時～午後3時30分

各体験ブースを巡って
スタンプを集めた方に
は、景品をプレゼント!

　スマートフォンを利用したデ
ジタルスタンプラリー。競技会場
や観光地、動画視聴等でデジタル
スタンプを
取得すると、
豪華景品が
当たります。

　シンガーソング
ライターのサトウ
ヒロコさんが各市
町の開催競技を紹
介･体験す
る動画を配
信します。

競技紹介動画配信
両大会開会式・閉会式 観覧者募集

　両大会の式典を実際に見てみませんか｡「栃木らしさ」あふれる曲
演奏や演技、ダンス等の披露をはじめ、炬火のセレモニー､栃木ゆか
りの著名人によるトークなど、内容盛りだくさん！

会　場
申込方法
申込期限

イベント
の詳細は
こちら

詳しくは
こちら

炬火トーチ

缶バッジ
募金グッズ（一例）

さまざまな景品をご用意！

同 時 開 催 6/25（土）  11/3（木・祝）

[　 いちご一会スタンプラリーの対象]

知事と語ろう!とちぎ元気フォーラ
ムin壬生参加者募集　　    FGE

県央産業技術専門校オープンキャン
パス 　　　　　　　　　　　 FG

男女共同参画セミナー男女共同参画社会
を考える“とちぎ県民のつどい”FGE

イベント開催日時場所 オリオンスクエア（宇都宮市）

ステージイベント

シャークス

【午前の部】午前10時～正午
●オープニングセレモニー
●イメージソング｢いちご一会｣歌唱
●　　　　　　　　　　　キックオフプログラム
●とちぎ未来大使の岩下淳子さん
によるピアノや宇都宮ジャズバン
ド｢ハッピートーク｣による演奏､
作新学院高等学校チアリーディン
グ部｢SHARKS｣のパフォーマンス
●アスリートトークショー
●「アスリートのレシピ」料理デモ
【午後の部】午後1時～3時30分
●いちご一会ダンスコンテスト決勝大会
定員を超えた場合は､入場制限させていただきます

インターネットでライ
ブ配信およびアーカイ
ブ配信します

ＭＣ 体験ブースなど多数出店

オリオン通り（宇都宮市）

MC･ラジオパー
ソナリティ
永井塁さん

森三中

岩下淳子さん

大島美幸さん

場所

●国体･障スポPR
●各市町開催競技体験・
観光物産紹介

開 催 日 　　　 総合開会式：10/1（土）､総合閉会式：10/11（火）
　　　 開会式：10/29（土）､閉会式：10/31（月）
カンセキスタジアムとちぎ（宇都宮市）
インターネットまたは郵送
6/30（木）当日消印有効

国 体
障スポ

お問い合わせはこちら
☎0570-023-230
（平日：午前9時～午後6時）

100日前スタンプ
ラリー

当日限定

宿泊券な
ど

豪華賞品
多数

10月
開催

 

●ナイスハートバザールin
オリオン
●協賛企業PR展示・商品販売

3
　マークの説明 　託児サービス

Information

詳しくは
県HPで！

県のSNSは
こちら

県政
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