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お知らせお知らせ

昨年の料理教室

を支援するため、一時的に子ども
を預かったり、幼稚園や保育園の
送り迎えをしたりする「保育サポー
ター」も多数登録しており、情報
提供しています。どうぞ、お気軽
にお電話ください。
　２

フレー フ レ ー

０２０テレフォン栃木
　☎ 028 －625 －2020
相談日時　月～金曜日（祝日を除く）
　午前 9時30分～午後 4時30分
　URL　http://www.2020net.jp

女性の活躍推進セミナー

　6月は男女雇用機会均等月間です

　厚生労働省では、6月を「男女雇
用機会均等月間」として、職場に
おける男女均等について労使を始
め社会一般の認識と理解を深める
ため、全国的に特別活動を展開し
ています。栃木労働局では、栃木
県及び（財）21 世紀職業財団栃木
事務所と共催で、「女性の活躍推進
セミナー」を開催いたしますので、
ぜひご参加ください。
日時　6月23日（金）
　　　午後 1：30～午後 4：30
場所　宇都宮市　アピア
内容　
 ・均等推進企業表彰
 ・栃木女性の活躍推進協議会報告
 ・講演「企業の社会的責任として
　のワーク・ライフ・バランス～
　ポジティブ・アクションから多
　様な働き方」
（株）ニチレイ　経営企画部長兼 CIO
　　　　　　　　　　木谷　宏氏
 ・説明　ポジティブ・アクション
　の具体的取り組み方法について
申し込み　（財）21世紀職業財団栃
木事務所　☎ 028－643－3220

第 15 回「とちぎ教育の日」

ポスター（原画）・提言の募集

　設定されてから15年目を迎える
「とちぎ教育の日」は、県内の教育
団体がこぞって教育の尊重、教育
の振興を目指して展開する一大運
動です。提言の募集は「とちぎ教
育の日」運動を県内に広め、県民
の積極的な参加を促し、本県教育

「料理教室」受講生募集

　毎年好評の料理教室。今年も地
元農村生活研究グループの元気な
おかあさんを講師に迎えて、旬の
野菜や素材を活かす料理をテーマ
に全４回開催します。
日程　午前９時 30分～正午まで（毎回）
 ・第１回　７月２日（日）　トマト料
　理いろいろ（手作りトマトケチャ
　ップほか）
 ・第２回　９月３日（日）　ナス料
　理いろいろ（煮浸しほか）
 ・第３回　12月 17日（日）　大豆
　料理いろいろ（大豆バーグほか）
 ・第４回　１月 28 日（日）　米料
　理いろいろ（おし寿司ほか）
　※都合によりメニューや日程が
　　変更になる場合もあります。
会　場　山村開発センター調理室
参加費　材料費として毎回500円程度
定　員　20名程度
その他　年齢・性別は問いませんが、
できれば２回以上参加できる方。
　小さなお子様の預かり保育も可
能ですので、ご相談下さい。
申し込み締め切り　６月 23日（金）
問い合わせ・申し込み　教育委員
会生涯学習課　☎0287－92－2897

仕事と家庭の両立を支援

２
フ レ ー フ レ ー

０２０テレフォン栃木

　（財）21 世紀職業財団栃木事務
所の「フレーフレー・テレフォン
栃木」では、少子・高齢化が進む
現在、仕事と家庭を両立しながら
働き続けたい方に、もっと安心し
て働けるよう、育児・介護・家事
のサービスに関する情報を電話と
インターネットで提供しています。
　また、子育てしながら働く家族

と生涯学習の振興を図ろうとする
ものです。
ポスター（原画）

締切り　７月28日（金）午後４時
 ・用紙は B4判～ B3判（A3判、 四    
　つ切を含む）
 ・ 原画のみ。文字は入れない。縦長。
提言（教育に関する意見）

締切り　９月７日（木）午後４時
 ・成人の部
◇議題 ①栃木を元気にする教育
　　　 ②こんな学校がとちぎにほしい
◇分量　原稿用紙８～ 10枚
 ・中・高生の部
◇議題①私の学校にこんな先生がいたら
　　　②私が大切にしているなかま
◇分量　原稿用紙４～５枚
　詳細は募集要項または「とちぎ
教育の日」ホームページを参照
http://www6.ocn.ne.jp/~tochikyo/
問合せは「栃木教育の日」実行委
員会　☎ 0287 －643 －0138

親子統計教室の参加者募集

　栃木県では、統計グラフの作成
をとおして統計の正しい作り方、
見方、使い方を知り、身の回りの
出来事をグラフで表現する技術を
養い、統計グラフに興味と親しみ
を深めていただくとともに、統計
グラフ栃木県コンクールへの積極
的な作品応募を呼びかけるため、
次のとおり親子統計教室を開催し
ます。
日時　８月６日（日）
　　　午後 1時～午後 3時30分
会場　パルティ男女共同参画センター
内容　統計グラフの作り方など講
　　　義の後、親子で実際に統計
　　　グラフを作成
講師　市貝町立小貝中央小学校教諭
　　　大塚英子氏　山田弘子氏
対象者　県内の小学生（3年生以上）
　　　　とその保護者
定員　30組 60人（先着順）
費用　無料
申し込み　7月14日（金）までに県
統計課あてに申し込んでください。
問い合わせ　栃木県企画部統計課
　　　　　　 ☎ 028 －623 －2242
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　ボランティア活動の実際②
　学校行事の支援（にこにこ祭）
④ 11月18日（土）午前9：30～正午
　グループ別協議（ボランティア
　スクールに参加して）
　体験談（ボランティアとして来
　校して）
　閉講式、修了証の授与
会場　栃木県立南那須養護学校
参加費等　無料　ただし、ボラン
ティア保険料（300 円）と交通費
及び食費等は自己負担とします。
申し込み

〒321-0532 那須烏山市藤田1181-152
　栃木県立南那須養護学校
　ボランティアスクール係
申込期限　６月 30日（金）
問い合わせ

　栃木県立南那須養護学校
　  ☎    0287 －88 －7571 
　FAX  0287 －88 －9867

知的障害児へのボランティア

活動をしてみませんか？

　ボランティアスクール

　ひびきあう　

　　　笑顔がひらく心のとびら

対象　知的障害児のボランティア
　活動に興味・関心のある高校生・
　専門学校生・大学生・一般社会
　人の方、30名を募集します。
　（ただし、昨年度のボランティア
　スクール修了生を除きます。）
内容

①７月15日（土）午前 9：30～正午
　開講式、オリエンテーション
講話①「本校の児童生徒について」
講話②「本校のボランティアとは」
②７月 22日（土）または８月下旬の週末
　ボランティア活動の実際①
　ＰＴＡ支部活動における支援
③ 11月３日（金）
　午前９：30～午後12：30

もうすぐ夏です！

町民プール　オープン

　町合併にともない、プール開設時
間が変わりました。
期間　７月１日（土）～９月10日（日）
時間　第１回　午前９時 30分～
　　　　　　　午後０時 30分
　　　第２回　午後１時 30分～
　　　　　　　午後４時 30分
問い合わせ　
　総合体育館　☎0287－92－5611

放送大学で学んでみませんか？
　放送大学はテレビ・ラジオで授業を行う通信制大学です。さまざまな年代や職業の方たちへのニーズに応
える科目を360以上ご用意しております。大学や大学院の授業科目を１科目から気軽に学べるチャンスで
す！この機会に放送大学で学んでみませんか！放送大学の教養学部と大学院の特長の一部をご紹介します。
教養学部
①入学試験はありません。
②15歳以上ならばだれでも選科履修生・科目履修生として入学でき、約300科目の中から好きな科目を
　１科目からでも選べます。
③18歳以上で大学入学資格をお持ちの方は、だれでも全科履修生として入学でき、卒業すると学士の取得
　ができます。

学生の種類 入学科 授業料
科目履修生（6ヵ月在学し、希望する科目を履修） 6,000 円　 1単位あたり

5,000 円
（テキスト代含む）

選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修） 8,000 円　
全科履修生（４年以上在学し、学士の学位の取得を目指す） 22,000 円　

大学院
①18歳以上ならばだれでも修士選科生・修士科目生として入学でき、約60科目の中から好きな科目を１
科目から学べます。

学生の種類 入学科 授業料
修士科目生（6ヵ月在学し、希望する科目を履修） 12,000 円　 １単位あたり

10,000 円
（テキスト代含む）修士選科生（1年間在学し、希望する科目を履修） 16,000 円　

※修士課程を修了して、学位「修士（学術）」の資格を目指す修士全科生（平成19年度4月）の募集に関しては、
別途お問い合わせください。
　平成18年度第2学期学生を募集します。詳しい資料を無料進呈いたしますので、お気軽にお問い合わせ
ください。
出願受付期間：6月15日～8月31日
問い合わせ：放送大学栃木学習センター　☎028－632－0572　放送大学ホームページ　http://www.u-air.ac.jp


