
16広報なかがわ　平成18年 6月10日

お知らせお知らせ
　随時、入会を募っています。ま
ずは加入してみませんか？
連絡先　会長　佐久間ハツイ
　☎ 0287－96－3591

福祉サービスに関する

苦情解決制度をご存知ですか？

　利用している福祉サービスが、事
前に説明された内容や契約内容と
違っていたり、職員の言動に傷つ
けられたり等、サービスの内容に
疑問や不満を感じていることはあ
りませんか？栃木県運営適正化委
員会は、福祉サービスの苦情を解
決するため、利用者や家族等から
の苦情や相談を受け、事業所への
調査や話し合いによるあっせん等
を行っています。相談は電話や来
所のほか、文書でも受け付けてい
ます。
相談時間　月曜日～金曜日
　　　　　午前 9時～午後 4時
※相談料等はすべて無料。秘密厳守
問い合わせ

　栃木県運営適正化委員会
　（宇都宮市若草１－10－6 とちぎ
　福祉プラザ内）☎ 028-622-2941

住宅ローンを選ぶなら、金利が変

わらない安心「フラット 35」

　「フラット 35」は、民間金融機関
と住宅金融公庫が提携して実現し
た長期固定金利の住宅ローンです。
 ・金利変動がないから安心（最長
　35年）
 ・最高 8,000 万円まで借り入れで  
　きます。
 ・保証料 0円、繰上返済手数料 0円
 ・独自の技術基準で、住宅の質確保
　また、6 月 1 日から一定の要件
を満たす住宅の取得について、当
初 5 年間の融資金利を年 0.3％優
遇するキャンペーンを実施します。
（終了時期は、申し込みが一定の金
額に達するまで。）
問い合わせ

　住宅金融公庫フラット 35サイト
　www.flat35.com
　住宅金融公庫お客さまコールセンター
　ナビダイヤル  0570 －0860 －35

栃木県シルバー大学校 28 期生募集

会場　・中央校（宇都宮市生駒町
　　　　　3337-1）とちぎ健康の森
　　　・南校（栃木市神田町 9-40）
　　　・北校（矢板市矢板 54）
学習年限　２年間（平成18年10月
　　　　　 ～平成 20年９月） 
学習時間　概ね週 1日、１日４時間
経費　　授業料　年額 12,000 円
　　　　資料代　年額   2,000 円
募集定員　　

応募資格

①60歳以上で、県内在住であること。
②地域活動を実践している。また
　は、地域活動に意欲があること。
③平成16年度以前の卒業生であり、
　従前の地域活動推進者養成コー
　スと知識・教養コースの両コー
　スを修了していないこと。
④ 50 歳～ 60 歳未満の方でも②③
　の要件をすべて満たし、市町村
　の推薦があれば応募できます。
応募方法　健康福祉課へ入学願書
　を提出してください。
募集期間　　
平成18年６月１日～６月30日
　なお、詳細については、健康福
祉課高齢福祉係（☎ 0287－92－
1119）へお問い合わせください。

那珂川町母子寡婦福祉会会員募集

　旧両町の合併に伴い、５月20日に
那珂川町母子寡婦福祉会として発
足いたしました。
　本会は、母子寡婦並びに配偶者
のない婦人の総合的福祉増進を図
ることを目的とし、研修会、交流
会、母と子の集い等の事業を展開
し、会員相互の親睦を図り、同じ
立場同士の語り合い、自助努力へ
と励まし合っています。

中学生までの交通遺児のために

育成資金貸付制度（無利子）のご案内

対象者　保護者が自動車事故のた
め亡くなったり重度後遺障害者に
なったりした中学校卒業までのお
子さん
貸付金　
 ・一時金　155,000 円
 ・月　額　  20,000 円
 ・小中学校入学時支度金 44,000 円
返還方法

　割賦による無理のない 20年以内
の均等払い。なお、進学した場合
在学期間中は返還猶予可能。

自動車事故に遭われた方へ

介護料支給のご案内

対象者　自動車事故により、脳、脊
髄または胸腹部臓器損傷し、後遺
障害の程度が次に該当（相当）する
方が対象です。
 ・常時要介護の方⇒
　　（障害の程度に応じて）
　　月額 58,570 円～ 136,880 円
 ・随時介護の方⇒
　　月額 29,290 円～ 54,000 円
　詳しくは独立法人自動車事故対
策機構栃木支所へ（宇都宮市駒生
町1288－2 ロイヤルコーポ１Ｆ　
　☎ 028－622－9001
　http://www.nasva.go.jp

全国一斉オリエンテーリング大会

日時　6月25日（日）小雨決行
会場　宇都宮大谷平和観音広場
集合　大谷平和観音広場入り口
受付　午前 9時
参加費　300 円、当日 400 円
参加申込期限　6月20日（火）
※要項は総合体育館、小川公民館
　においてあります。
主催　
　栃木県ＯＬ会、宇都宮市ＯＬ協会
問い合わせ

　那珂川町体育協会ＯＬ部
　（小川 710）関根
　☎ 0287 －96 －2045

区　分 開講日 定　員

中央校
水曜日 160 名
木曜日 160 名

南　校 金曜日 120 名
北　校 金曜日 120 名
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とちぎ元気フォーラム in さくら

　県政の課題などについて、県民
の皆さんと知事が直接話し合う
フォーラムを開催します。
期日　７月９日（日）
　　　午後 1時 30分～
　　　（２時間程度を予定）
場所　さくら市氏家公民館ホール
　　　（さくら市櫻野 1,322－8）
応募資格　県内に在住、通勤・通
　　　　　 学している方
定員　約 150 名
応募方法　住所、氏名、年齢、電
　話番号、性別、職業（学校名）　
　を明記の上、はがき、FAX、Eメー
　ルで応募願います。
応募締切　6月 26日（月）
　　　　　当日消印有効
その他　乳幼児のための託児室（無
　料）を設置いたしますので、ご希
　望の方はその旨を記載願います。
申込み・問い合わせ

　栃木県広報課
　（〒 320-8501 ※住所記入不要）
　☎ 028 －623 －2158
　Ｅメール：kocho@pref.tochigi.jp

裁判所事務官採用Ⅲ種試験

　裁判所では、平成18年度裁判所
事務官採用Ⅲ種試験を実施します。
受験資格は、昭和 60年４月２日か
ら平成元年４月１日までに生まれ
た人です。募集人員は、９月10 日
（日）に教養試験、適正試験、作文
試験により行われ、第 2次試験は
第 1次試験の合格者について行わ
れます。
　受験申し込みは宇都宮地方裁判
所本庁または各支部に備え付けて
ある申込書を７月10 日（月）から
７月18日（火）〔７月18日の消印有
効〕までに簡易書留郵便または配
達記録郵便で提出する方法で行っ
てください。
　詳細は宇都宮地方裁判所事務局
総務課人事第一係（☎０２８－６２１
－２１１１）へ。

とちぎ海浜自然の家平成 18 年度

主催事業「海浜まつり」

期日　7月15日（土）
内容　地引き網体験・大釜料理・
　　　磯節保存会オンステージほか
　　　海浜自然の家内施設無料開放
参加対象　栃木県民一般
参加方法　申し込みの必要はありま
　せん。直接自家用車等でおいで
　ください。
※駐車場には約 250 台収容できま
すが、混み合いますので出来るだ
け相乗りでお願いします。
問い合わせ　栃木県立とちぎ海浜自
　然の家（茨城県鉾田市玉田 336－2）
　☎ 0291－37－4004

とちぎ海浜自然の家山の子・

海の子交流キャンプ

期日　8月 7日（月）～９日（水）
内容　地引き網体験・漁り火の集
　　　い・野外調理ほか
募集人員　小学校４年生～６年生
　300名（栃木200名・茨城100名）
参加費　8,900 円
　（バス代、食事　代等含む）
申込方法　はがきか直接施設へ
記入事項　郵便番号・住所・電話番
　号・氏名・学年・性別・保護者名
　（はがき 1枚に 2名まで。ただし
　当日は同じ班にはなりません。）
締切り　7月12日（水）必着
　申込み多数の場合は抽選
問い合わせ　栃木県立とちぎ海浜自
　然の家（茨城県鉾田市玉田 336－2）
　☎ 0291－37－4004

栃木県立なす風土記の丘資料館の催し

第 15 回特別展「那須町の遺跡」

開催期間　6月25日（日）まで開催
開催時間　午前9時30分～午後5時
休 館 日　月曜日・祝日の翌日
観覧料金　一般 100 円　
　　　　　高校・大学生 50円
　　　　　中学生以下無料
開催場所　湯津上館
夏休み小中学生向け展示会

那須の発掘物語

　７／１（土）～９／ 3（日）

オープニングイベント ７／ 1（土） 10 時

栃木県なかがわ水遊園夏の催し

夏の特別展

　「５周年特別企画　大アマゾン展

～世界最大の熱帯雨林の生き物～」

　世界最大の熱帯雨林・南米アマ
ゾンにすむさまざまな生き物たち
を紹介します。
　ピラニア・デンキウナギ・ヤド
クガエルの仲間・ナンベイオオタ
ガメ（世界最大のタガメ）・ヘラクレ
スオオカブトムシ（世界最大のカ
ブトムシ）他多数展示紹介します。
期間　7月15日（土）～ 9月 18日（日）
場所　おもしろ魚館２F「ギャラリー」
時間　午前9：30～午後 4：30
　　　７／ 20～８／ 31は午後５時まで
見学料　おもしろ魚館観覧券提示
企画イベント

 ・アマゾンタクシー乗車体験
 ・アマゾンダイビング体験
 ・ハイビジョンで学ぶ魚の世界
　「5 周年記念　水遊園サマースペ

シャル」今年の夏も水遊園で思いっ

きり遊ぼう！

　7月 15日（土）～ 8月 31日（木）
夏休み期間中、毎日イベントを開
催します。
 ・大池アドベンチャー・まるごと
水遊園・リバースクール・サマーナ
イトビュー・自由研究レスキュー・
味わい工房・創作工房
 ・アユのつかみどり・バックヤー
ドスペシャル２・バックヤードツ
アーなど
問い合わせ　栃木県なかがわ水遊園
　　　　　　☎ 0287 －98 －3055


