セカンドライフ応援事業一覧（栃木県）【R４.3改訂】

Ⅰ 社会貢献（ボランティア）活動をしてみたい
（まちづくり、福祉、災害ボランティア及び団体設立など）
事業名

1

福祉に関するボラン
ティア活動の相談及
び情報提供

問合せ先（名称・住所）

電話番号

栃木県ボランティア活動
振興センター
０２８－６２２－５８３８
〒320-8508
宇都宮市若草1-10-6
とちぎ福祉プラザ1階

受付時間
１０：００～１７：００
【休館日】土曜日・日
曜日・祝日・年末年始

【概要】
ボランティアコーディネーターが常駐し、福祉に関するボランティアの相談や活動紹介
を行っています。また、県内外の情報誌や講座情報等を提供しています。
福祉に関するボランティア活動は、地域や社会福祉施設等での子供や成人、高齢者
等に対する直接的な支援や趣味や特技を生かした間接的な支援などとても幅広いもの
があります。
事業名

2

ＮＰＯ法人、ボランティ
ア活動、市民活動に
関する相談及び情報
提供

問合せ先（名称・住所）

電話番号

とちぎボランティアNPOセ
ンター「ぽ・ぽ・ら」
〒320-0032
０２８－６２３－３４５５
宇都宮市昭和2-2-7

受付時間
９：００～１７：００
【休館日】日曜日・月
曜日・祝日・年末年始

【概要】
栃木県内のボランティア・NPOがいきいきと活動できるよう、研修室や印刷機の提供、
NPO法人設立援助、会計税務相談、団体紹介、セミナーの開催等を行っています。
館内では、ボランティア・イベント情報、県内全NPO法人の情報や関連図書、資料など
を閲覧することができます。
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事業名

3

生涯学習や学校支援
ボランティア活動の相
談及び情報提供（とち
ぎかがやきネット）

問合せ先（名称・住所）
栃木県生涯学習ボラン
ティアセンター
〒320-0002
宇都宮市瓦谷町1070
（栃木県総合教育セン
ター内）

電話番号

受付時間

０２８－６６５－７２０７

１０：００～１７：００
【休館日】第１、第３日
曜日・祝日 12月28日
～1月4日

【概要】
自分が学んだ学習成果や技能を生かして、生涯学習の支援や学校支援等のボラン
ティアをしたいと思っている方々の相談を受けています。また、「とちぎかがやきネット」で
はボランティアに関する県内の様々な情報を提供しています。
◆問合せ先

ボランティアセンター名（問合せ先）

住所

電話番号

河内教育事務所生涯学習
ボランティアセンター

〒321-0974
宇都宮市竹林町1030-2

０２８－６２６－３１８３

上都賀教育事務所生涯学習
ボランティアセンター

〒322-0068
鹿沼市今宮町1664-1

０２８９－６２－７１６７

芳賀教育事務所生涯学習
ボランティアセンター

〒321-4305
真岡市荒町116-1

０２８５－８２－３３２４

下都賀教育事務所生涯学習
ボランティアセンター

〒328-8504
栃木市神田町6-6

０２８２－２３－３４２２

塩谷南那須教育事務所生涯学習
ボランティアセンター

〒329-2163
矢板市鹿島町20-22

０２８７－４３－０１７６

那須教育事務所生涯学習
ボランティアセンター

〒324-0056
大田原市中央1-9-9

０２８７－２３－２１７７

安足教育事務所生涯学習
ボランティアセンター

〒327-8503
佐野市堀米町607

０２８３－２３－１４７１
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事業名

4

問合せ先（名称・住所）

電話番号

地域福祉活動に参画する住民 栃木県社会福祉協議会
や関係機関、団体のより一層 〒320-8508
の協働を推進
栃木県宇都宮市若草1-10-6 ０２８－６２２－０５２４
とちぎ福祉プラザ３階
【概要】
栃木県社会福祉協議会は、すべての県民が住み慣れた地域社会でいきがいを持ち、
ノーマライゼーションの心を育み、人の尊厳を重視した自己決定を尊重し合いながら、共
に助け合う、明るく活力あふれる地域づくりをめざします。
このため本会は、福祉ニーズの把握に努めるとともに、多くの人々がボランティア活動
等を通して福祉への関心を深め、自ら積極的に地域福祉活動に参画する、心豊かな福
祉社会づくりに向けて、住民や関係機関、団体のより一層の協働を推進します。
◆問合せ先

社会福祉協議会名（問合せ先）

宇都宮市社会福祉協議会
足利市社会福祉協議会
本所
栃
木
市
社
会
福
祉
協
議
会

住所
〒３２０－０８０６
宇都宮市中央1‐1‐15
総合福祉センター内
〒326-0064
足利市東砂原後町1072
総合福祉センター内
〒328-0027
栃木市今泉町2-1-40
保健福祉センター内

電話番号
０２８－６３６－１２１５

０２８４－４４－０３２２

０２８２－２２－４４５７

大平支所

〒329-4415
栃木市大平町真弓1396
ふるさとふれあい館内

０２８２－４３－０２９４

藤岡支所

〒323-1104
栃木市藤岡町藤岡810
藤岡公民館内

０２８２－６２－５８６１

都賀支所

〒328-0111
栃木市都賀町家中2357

０２８２－２８－０２５４

西方支所

〒322-0604
栃木市西方町元1601-1

０２８２－９２－８０８０

岩舟支所

〒329-4315
栃木市岩舟町三谷1038-1

０２８２－５５－２４３８

本所

〒327-0003
佐野市大橋町3212-27
総合福祉センター内

０２８３－２２－８１００

〒327-0525
佐野市あくと町3084
あくと健康センター内

０２８３－８６－２９４０

〒327-0323
佐野市戸奈良町1-1
田沼中央公民館内

０２８３－６１－１１３９

〒322-0043
鹿沼市万里931-1
総合福祉センター内

０２８９－６５－５１９１

社
会
福佐
祉 野 葛生支所
協市
議
会
田沼支所
鹿沼市社会福祉協議会
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本所

〒321-1261
日光市今市511-1

０２８８－２１－２７５９

日光支所

〒321-1435
日光市花石町1942-1

０２８８－５４－２１４３

足尾支所

〒321-1524
日光市足尾町赤沢3-23

０２８８－９３－０００２

藤原支所

〒321-2522
日光市鬼怒川温泉大原2

０２８８－７７－２７７７

栗山支所

〒321-2712
日光市日蔭575

０２８８－９７－１１８８

小山市社会福祉協議会

〒323-0827
小山市神鳥谷931-3
小山市役所神鳥谷庁舎１階

０２８５－２２－９５０１

真岡市社会福祉協議会

〒321-4305
真岡市荒町110-1
総合福祉保健センター内

０２８５－８２－８８４４

〒324-0043
大田原市浅香3-3578-17
福祉センター内

０２８７－２３－１１３０

〒324-0233
大田原市黒羽田町848

０２８７－５４－１８４９

日
光
市
社
会
福
祉
協
議
会

本所

社
会
大
福
田 黒羽支所
祉
原
協
市
議
会
湯津上支所

矢板市社会福祉協議会

本所

社
会那
福須
祉 塩 黒磯支所
協原
議市
会
塩原支所
社
会
さ 本所
福
く
祉
ら
協
市 氏家支所
議
会

〒324-0404
大田原市佐良土853
０２８７－９８－３７１５
佐良土多目的交流センター内
〒329-2161
矢板市扇町2-4-19
矢板市きずな館内

０２８７－４４－３０００

〒329-2705
那須塩原市南郷屋5-163
健康長寿センター内

０２８７－３７－５１２２

〒325-0042
那須塩原市桜町1-5
いきいきふれあいセンター

０２８７－６３－３８６８

〒329-2924
那須塩原市中塩原1-2

０２８７－３２－５２１６

〒329-1412
さくら市喜連川904
喜連川社会福祉センター内

０２８－６８６－２６７０

〒329-1312
さくら市櫻野1329
氏家福祉センター内

０２８－６８２－２２１７
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那
福 須 本所
祉烏
協山
議市
会 社 烏山支所
会

〒321-0526
那須烏山市田野倉85-1
保健福祉センター内

０２８７－８８－７８８１

〒321-0626
那須烏山市初音9-7
社会福祉センター内

０２８７－８４－１２９４

下野市社会福祉協議会

〒329-0414
下野市小金井789
保健福祉センターゆうゆう
館内

０２８５－４３－１２３６

上三川町社会福祉協議会

〒329-0617
上三川町上蒲生127-1

０２８５－５６－３１６６

益子町社会福祉協議会

〒321-4217
益子町益子1532-5
福祉センター内

０２８５－７０－１１１７

茂木町社会福祉協議会

〒321-3531
茂木町大字茂木1043-1
０２８５－６３－４９６９
保健福祉センター元気アップ
館内

市貝町社会福祉協議会

〒321-3423
市貝町大字市塙1720-1
保健福祉センター内

０２８５－６８－３１５１

芳賀町社会福祉協議会

〒321-3307
芳賀町大字祖母井南1-6-1

０２８－６７７－４７１１

壬生町社会福祉協議会

〒321-0214
壬生町大字壬生甲3843-1
保健福祉センター内

０２８２－８２－７８９９

野木町社会福祉協議会

〒329-0101
野木町大字友沼5840-7
ホープ館

０２８０－５７－３１００

塩谷町社会福祉協議会

〒329-2221
塩谷町大字玉生872
老人福祉センター内

０２８７－４５－０１３３

高根沢町社会福祉協議会

〒329-1225
高根沢町大字石末1825
福祉センター内

０２８－６７５－４７７７

那須町社会福祉協議会

〒329-3215
那須町大字寺子乙2566-1
ゆめプラザ那須内

０２８７－７２－５１３３

〒324-0613
那珂川町馬頭560-1
総合福祉センター内

０２８７－９２－２２２６

〒324-0501
那珂川町小川1065
すこやか共生館内

０２８７－９６－４６４９
（本所へ転送となりま
す）

那
福
珂 本所
祉
川
協
町
議
社 小川支所
会
会
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Ⅱ 仲間づくりをしたい（趣味・特技を活かした仲間づくり、地域の仲間づくり）
事業名

1

老人クラブ活動の
支援

問合せ先（名称・住所）

電話番号

受付時間

栃木県老人クラブ連合会
〒320-8503
宇都宮市駒生3337-1
０２８－６２１－４７８７
とちぎ健康の森内

８：３０～１７：１５
【休館日】土曜日・日
曜日・祝日・年末年始

【概要】
「生きがいづくり・健康づくり・仲間づくり」を中心とした「生活を豊かにする活動」と、高
齢者の持つ知識や経験を活かし、地域に貢献する「地域を豊かにする活動」を行ってい
ます。
◆問合せ先

老連名（問合せ先）
宇都宮市老人クラブ連合会
足利市老人クラブ連合会
とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会
佐野シニアクラブ連合会
鹿沼市老人クラブ連合会
日光市老人クラブ連合会
小山市老人クラブ連合会
真岡市老人クラブ連合会
大田原市老人クラブ連合会
矢板市シニアクラブ連合会
那須塩原市老人クラブ連合会
さくら市いきいきクラブ連合会
那須烏山市いきいきクラブ連合会
下野市老人クラブ連合会
上三川町シニアクラブ
益子町老人クラブ連合会
茂木町老人クラブ連合会

住所
〒320-0806
宇都宮市中央1-1-15
〒326-0064
足利市東砂原後町1072
〒328-0074
栃木市薗部町2-14-9
〒327-8501
佐野市高砂町1
〒322-0043
鹿沼市万町931-1
〒321-2522
日光市鬼怒川温泉大原2-6
〒323-8686
小山市中央町1-1-1
〒321-4305
真岡市荒町110-1
〒324-0041
大田原市本町1-3-1
〒329-2161
矢板市扇町2-4-19
〒329-2705
那須塩原市南郷屋5-163
〒329-1412
さくら市喜連川904
〒321-0626
那須烏山市初音9-7
〒329-0414
下野市小金井789
〒329-0617
上三川町上蒲生127-1
〒321-4217
益子町益子1532-5
〒321-3531
茂木市茂木1043-1

電話番号
０２８－６３４－４９５０
０２８４－４４－０３２２
０２８２－２３－５１８１
０２８３－２０－３０２１
０２８９－６５－５１９１
０２８８－２５－３０７０
０２８５－２２－９６１７
０２８５－８２－８８４４
０２８７－２３－１８５５
０２８７－４４－３０００
０２８７－３７－５１２２
０２８－６８６－２６７０
０２８７－８４－１２９４
０２８５－４３－１２３６
０２８５－５６－３１６６
０２８５－７０－１１１７
０２８５－６３－４９６９
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いちかいシニアアクティブクラブ
芳賀町シニアクラブ連合会
いきいき壬雷クラブ連合会
野木町老人クラブ連合会
塩谷町老人クラブ連合会
高根沢町シニアクラブ
那須町シニアクラブ連合会
那珂川町老人クラブ連合会

〒321-3423
市貝町市塙1720-1
〒321-3307
芳賀町祖母井南1-6-1
〒321-0214
壬生町壬生甲3843-1
〒329-0101
野木町友沼5840-7
〒329-2221
塩谷町玉生872
〒329-1225
高根沢町石末1825
〒329-3215
那須町寺子乙2566-1
〒324-0613
那珂川町馬頭560-1

０２８５－６８－３１５１
０２８－６７７－４７１１
０２８２－８２－７８９９
０２８０－５７－３１００
０２８７－４５－０１３３
０２８－６７５－６９５３
０２８７－７２－５１３３
０２８７－９２－２２２６
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Ⅲ 学びたい（生涯学習講座・教室で学びたい）
事業名

1

問合せ先（名称・住所）

栃木県シルバー
※下記のとおり
大学校
（高齢者地域リーダー
養成事業）

電話番号

受付時間

※下記のとおり

８：３０～１７：１５
【休館日】土曜日・日
曜日・月曜日・祝日・
年末年始

【概要】
地域活動を実践する高齢者を育成するため、２年間（１０月入学から翌々年の９月卒
業）概ね週１日４時間で学びます。
趣味、教養、文化、スポーツなどの関する講座、教室、学級などを実施しています。
県内に在住の満６０歳以上の方であればどなたでも応募できます。募集は毎年６月で
す。
◆問合せ先

大学校名（問合せ先）

中央校
南校
北校
2

住所

電話番号

〒320-8503
宇都宮市駒生町3337-1
とちぎ健康の森2階

０２８－６４３－３３９０

〒328-0032
栃木市神田町9-40
〒329-2165
矢板市矢板54

０２８２－２２－５３２５
０２８７－４３－９０１０

事業名
問合せ先（名称・住所）
電話番号
栃木いきいきクラブ大 栃木県老人クラブ連合会
学校（リーダーの養成 〒320-8503
事業）
宇都宮市駒生町3337-1 ０２８－６２１－４７８７
とちぎ健康の森２階

受付時間
８：３０～１７：１５
【休館日】土曜日・日
曜日・祝日・年末年始

【概要】
栃木いきいきクラブ（栃木県老連）大学校は、継続的・体系的な学習プログラムのもと
に、老人クラブ活動にふさわしいリーダーを養成するため、半年間、延べ１５日間で学び
ます。
入学資格は、老人クラブの会員でかつ各市町老人クラブ連合会長から推薦された方
です。
事業名

3

問合せ先（名称・住所）

各種講座情報提供事 とちぎ県民カレッジ事務
業
局
（とちぎ県民カレッジ） 〒320-0002
宇都宮市瓦谷町1070
栃木県総合教育
センター内

電話番号

０２８－６６５－７２０６

受付時間
８：３０～１７：１５
【休館日】土曜日・日
曜日・祝日・年末年始

【概要】
県民の皆様がいつでもどこでも学びたいときに学べるよう県内の各施設・市町の公民
館・高等学校・大学・各種学校等で開催される講座等を、体系的にまとめ、総合的に提
供します。
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Ⅴ 働きたい
事業名

1

ハローワークの職業
あっせん事業

問合せ先（名称・住所）
※下記のとおり

電話番号
※下記のとおり

受付時間
８：３０～１７：１５
【休館日】土曜日・日
曜日・祝日・年末年始
※ハローワーク宇都宮
駅前プラザは次のとおり
【受付時間】
【平日】10：30～19：00
【第1,3,5土曜日】
10：00～17：00

【概要】
ハローワークは、職業紹介を行う国の機関です。
求人情報の閲覧や検索ができます。
下記「★マーク」のハローワークには、高齢者からの相談を専門的に受ける「生涯現役
支援窓口」が開設されています。
◆問合せ先

ハローワーク名

住所

電話番号

宇都宮 ★

〒320-0845
宇都宮市明保野町1-4
宇都宮第2地方合同庁舎1階

０２８－６３８－０３６９

ハローワーク宇都宮
駅前プラザ ※

〒321-0964
宇都宮市駅前通り1-3-1
KDX宇都宮ビル2階

０２８－６２３－８６０９

那須烏山（出張所）

〒321-0622
那須烏山市城東4-18
〒322-0031
鹿沼市睦町287-20
〒328-0041

鹿沼
栃木 ★
佐野
足利 ★
真岡 ★
矢板
大田原 ★

栃木市河合町1-29 栃木地方合同庁舎1階

〒327-0014
佐野市天明町2553
〒326-0057
足利市丸山町688-14
〒321-4305
真岡市荒町5101
〒329-2162
矢板市末広町3-2
〒324-0058
大田原市紫塚1-14-2

０２８７－８２－２２１３
０２８９－６２－５１２５
０２８２－２２－４１３５
０２８３－２２－６２６０
０２８４－４１－３１７８
０２８５－８２－８６５５
０２８７－４３－０１２１
０２８７－２２－２２６８

小山 ★

〒323-0014
小山市喜沢1475
おやまゆうえんハ-ヴェストウォ-ク内

０２８５－２２－１５２４

日光

〒321-1272
日光市今市本町32-1

０２８８－２２－０３５３

黒磯

〒325-0027
那須塩原市共墾社119-1

０２８７－６２－０１４４
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事業名

2

無料の技能講習
（栃木労働局委託
事業）

問合せ先（名称・住所）

電話番号

受付時間

栃木県シルバー人材セ
ンター連合会
〒320-8503
０２８－６２７－１１７９
宇都宮市駒生町3337-1
とちぎ健康の森２階

８：３０～１７：３０
【休館日】土曜日・日
曜日・祝日・年末年始

【概要】
シルバー人材センターの会員及び会員登録を希望する県内在住の６０歳以上の高齢
者を対象に、シルバー人材センターでの就業に必要な能力を身に付けてもらうため、無
料の技能講習を開催します。
【こんな講習が用意されています】
◇調理補助 ◇学童保育支援 ◇刈払機安全取扱 ◇施設清掃スタッフ養成

等々

◆問合せ先

老連名（問合せ先）

住所

〒320-0806
宇都宮市シルバー人材センター 宇都宮市中央1-1-15
宇都宮市総合福祉センター6階
宇都宮市シルバー人材センター 〒329-1102
宇都宮市白沢町1873-2
北部営業所
〒326-0064
足利市シルバー人材センター 足利市東砂原後町1069-1
〒328-0016
栃木市シルバー人材センター 栃木市入舟町6-8

キョウトクとちぎ蔵の街学習館内１階

栃木市シルバー人材センター
南部事業所
栃木市シルバー人材センター
北部事業所
佐野市シルバー人材センター
鹿沼市シルバー人材センター
日光市シルバー人材センター
日光市シルバー人材センター
藤原事務所
小山市シルバー人材センター
真岡市シルバー人材センター

〒323-1101
栃木市藤岡町大前3554-1
〒328-0103
栃木市都賀町原宿585-2
都賀保健センター内
〒327-0003
佐野市大橋町3212-28
〒322-0074
鹿沼市日吉町312-1
〒321-1261
日光市今市1659-10
日光市生きがいセンター内
〒321-2524
日光市柄倉778-1
〒323-0829
小山市東城南5-15-8
〒321-4305
真岡市荒町111-1

大田原市シルバー人材センター 大田原市新富町3-8-10
本部
〒324-0233
大田原市シルバー人材センター 大田原市黒羽田町401
黒羽支部
シニアプラザ清流荘内

電話番号
０２８－６３３－５３００
０２８－６７３－８０２０
０２８４－４４－１５１１
０２８２－２３－４１６５
０２８２－６２－１５３４
０２８２－２７－８８１２
０２８３－２３－７７６５
０２８９－６５－３２００
０２８８－２２－５１６８
０２８８－７０－１１７７
０２８５－２８－４１３０
０２８５－８４－１１１０
０２８７－２３－１２５５
０２８７－５４－０１８６
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矢板市シルバー人材センター
那須塩原市シルバー人材
センター
本部・西那須野事業所
那須塩原市シルバー人材
センター
黒磯事業所
那須塩原市シルバー人材
センター
塩原事業所

〒329-2161
矢板市扇町2-4-19

０２８７－４３－６６６０

〒329-2705
那須塩原市南郷屋5-163-765

０２８７－３７－５１２１

〒325-0044
那須塩原市弥生町12-20

０２８７－６４－００９９

〒329-2921
那須塩原市塩原2404-2

０２８７－３２－５６７８

さくら市シルバー人材センター
喜連川事業所

〒329-1311
さくら市氏家2190-7
卯の里庁舎内
〒329-1412
さくら市喜連川4420-1

那須烏山市シルバー人材
センター

〒321-0521
那須烏山市岩子6-1

さくら市シルバー人材センター

〒329-0431
下野市薬師寺1949
〒329-0611
上三川町シルバー人材センター 上三川町大字上三川4297-1
下野市シルバー人材センター

０２８－６８２－１３６９
０２８－６８６－６２２５
０２８７－８８－７７３１
０２８５－４７－１１２４
０２８５－５６－８７６６

益子町シルバー人材センター

〒321-4217
益子町大字益子1532-5

０２８５－７０－１１１３

茂木町シルバー人材センター

〒321-3531
茂木町大字茂木1043-1
元気アップ館内

０２８５－６３－４９７０

市貝町シルバー人材センター

〒321-4323
市貝町大字市塙1675-1

０２８５－６８－３７２２

芳賀町シルバー人材センター
壬生町シルバー人材センター

〒321-3303
芳賀町稲毛田1532
〒321-0214
壬生町大字壬生甲3844-2
シルバーワークプラザ内

０２８－６７７－０２４６
０２８２－８２－４６８２

野木町シルバー人材センター

〒329-0101
野木町大字友沼5840-1

０２８０－５６－２１３７

塩谷町シルバー人材センター

〒329-2213
塩谷町大字熊ノ木987-2
塩谷町自然休養村センター内

０２８７－４５－０１５７

〒329-1217
高根沢町シルバー人材センター 高根沢町大字太田750-1
〒329-3222
那須町大字寺子丙4-5
〒324-0613
那珂川町シルバー人材センター 那珂川町馬頭67-1
那珂川町総合体育館内
那須町シルバー人材センター

０２８－６７６－００９９
０２８７－７２－６３２１
０２８７－９２－５７３０
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事業名

3

問合せ先（名称・住所）

電話番号

セカンドライフのデザ とちぎジョブモール
イン、再就職活動を支 〒321-0964
援
宇都宮市駅前通り1-3-1
０２８－６２３－３２２６
ＫＤＸ宇都宮ビル１階

受付時間
月曜日～金曜日
８：３０～１７：１５
土曜日
１０：００～１７：００
【休館日】日曜日・祝
日・年末年始

【概要】
若年者をはじめ、中高年齢者や障害のある方などの就職を支援するために栃木県が
設置した機関です。
就職に向けての様々な相談から個々の能力や特性を踏まえたキャリアカウンセリン
グ、職場定着までをワンストップで支援しています。就職に関する悩みをお持ちの方、就
職活動に必要なセミナー等の情報をお知りになりたい方はご利用ください。

事業名

4

高齢者キャリア人材
バンク事業

問合せ先（名称・住所）
産業雇用安定センター
栃木事務所
〒320-0811
宇都宮市大通り1-4-24
ＭＳＣビル６階

電話番号

０２８－６２３－６１８１

受付時間
9：00～17：00
【休館日】土曜日・日
曜日・祝日・年末年始

【概要】
就労意欲が高い60歳から65歳の誕生日までの在職者など離職者（離職後1年以内の
者）で、66歳以降も働き続けることが可能な高年齢者が対象です。
高年齢のキャリア・能力・就業」希望等の情報を登録（2年間有効）し、具体的な求人情
報（受入情報）のあっせんを行います。
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Ⅵ 健康づくりをしたい
事業名

1

健康増進事業

問合せ先（名称・住所）

電話番号

とちぎ健康づくりセンター ０２８－６２３－５８５８
〒320-8503
宇都宮市駒生町3337-1
とちぎ健康の森内

受付時間
８：３０～１７：１５
【休館日】日曜日・祝
日・年末年始

【概要】
高齢社会の進展やライフスタイルの変化にともない、生活習慣病は年々増加傾向に
あり、自主的な健康づくりがいっそう大切になっています。「とちぎ健康づくりセンター」
は、県民の皆様の積極的な健康づくりへの取り組みを応援します
※とちぎ健康づくりセンターは健康増進のための運動を、安全かつ適切に指導できる
「健康増進施設」として厚生労働省より認可されている施設です。
◇健康増進事業
各種健康づくり講座・レッスンなど運動の実践指導、健康づくりのための運動施設
の利用や運動実践メニューの提供・アドバイスなど体力測定ができます。
◇情報提供
健康づくりに関する各種情報提供しています。
◇調査研究
栄養・運動・休養に関する調査研究を行っています。
◇施設の貸出
会議室、多目的フロア、エアロビクススタジオ、運動フロアなど
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Ⅶ 相談したい、情報を探したい、その他

事業名

1

シニアの社会参加に
関する相談事業

問合せ先（名称・住所）

電話番号

とちぎ生涯現役シニア応
援センター ぷらっと
〒320-8503
宇都宮市駒生町3337-1 ０２８－６２３－１２９１
とちぎ健康の森2階
（栃木県老人クラブ連合
会事務局内）

受付時間
９：００～１７：００
【休館日】
土曜日・日曜日・祝
日・年末年始

【概要】
シニアの生きがいづくり及び社会貢献活動、生涯学習、就労など多岐にわたる社会参
加活動に関する相談にワンストップで応じます。
シニア世代の社会参加に関する情報提供や参考図書、関係機関の案内資料などの
閲覧、「シニアセミナー」の開催などを行っています。

事業名

2

栃木県学習情報
提供事業
（とちぎレインボーネット）

問合せ先（名称・住所）
栃木県総合教育センター
生涯学習部
〒320-0002
宇都宮市瓦谷町1070

【概要】

◇とちぎ県民カレッジ講座情報
◇イベント情報
◇学習プログラム情報
◇みんなの研究発表会
◇ボランティア情報（とちぎかがやきネット）
◇情報窓口情報
◇視聴覚教材情報
◇とちぎの出版物情報
◇施設情報
◇総合教育センター図書資料室蔵書
◇とちぎの大学 社会人受入制度
◇とちぎの子育て、家庭教育支援
等の検索ができます。

電話番号

０２８－６６５－７２０６

