平成21年度
町立幼稚園園児募集
対象児・定員
3 年保育課程（満3歳児）
ひばり幼稚園
30名程度
20名程度
小川幼稚園
2 年保育課程（満4歳児） 若干名
募集期間 10月20日〜11月19日
通園範囲 那珂川町全域
保育時間 午前9時〜午後2時30分
（1日5時間30分）
保育料
月額 8,000円
給食費
月額 2,800円（毎週水・
木・金曜日）
提出書類 ①入園願書、②家庭調書
※各幼稚園、学校教育課で配布しま
す。提出は各幼稚園に持参のこと。
申し込み・問い合わせ
0287−92−2301
ひばり幼稚園
0287−96−2130
小川幼稚園
0287−92−
教育委員会学校教育課
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平成21年度保育園入園申し込み
10月20日から受付します
定員

馬頭中央保育園（１２０名）
大山田保育園
（４５名）
大内保育園
（６０名）
馬頭北保育園
（５０名）
馬頭南保育園
（４５名）
小川第１保育園 （６０名）
小川第２保育園 （６０名）
小川第３保育園 （４０名）
募集期間 10月20日〜11月19日
入所対象者 満１歳児から小学校就
学前まで（馬頭中央保育園のみ６ヵ
月児から小学校就学前まで）
入所基準 保護者及 び 同居 の 家族
（祖父母・おじ・おば等）が下記の
理由によりお子さんを家庭でみるこ
とができない（保育に欠ける）と認
められる場合のみ入園できます。
① 昼間仕事をしている
② 妊娠中または出産後間もない
③ 病気・ けが ・精神 や 身体 に 障害
がある
④ 同居の親族を常時介護している
⑤ 災害等にあい、その復旧にあたっ

ている
保育時間 午前 ７ 時30分〜午後6時
（馬頭中央保育園 のみ 午後7時 まで
の延長保育を実施）
土曜 1 日保育 馬頭中央保育園及び
小川第１保育園のみ実施（詳細は問
い合わせのこと）
保育料 児童の父母等の前年分の所
得税額、前年度分の町民税課税状況
等により決定します。
申し込み受付場所 健康福祉課（本
庁または小川支所）及び各保育園
必要書類
・保育所入所申込書
・就労状況調査書（児童と同居して
いる学生以外の65歳未満の方全員）
その他 申し込みの状況により希望
する保育園に入園できない場合があ
ります。
問い合わせ 健康福祉課児童福祉係
0287−92−1119

平成21年 4 月採用
那須南農業共済組合職員募集
職種及び採用人数
一般事務職
１名
応募資格
・昭和57年 ４ 月2日 から 平成 ３ 年 ４
月１日までに生まれた者で、高校卒
業以上の学歴をもつ者（卒業見込み
の 者を 含む ）
・那須烏山市、那珂川町のいずれか
に住所を有し（修学のため一時的に
他 に 居住 している 者 を 除 く ）、今後
とも居住する意思のある者
・公務員法に規定する欠格事項に該
当する方は除きます。
応募受付期間 10月20日（月）まで
申込書提出先・問い合わせ 那須南
0287−84−
農業共済組合総務課
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http//www.nosai‑nasuminami.or.jp

塩谷看護専門学校
看護学生募集
募集人員 40名（推薦・社会人含む）
受験資格 平成21年3月 に 高等学校
卒業見込みの方、高等学校を卒業し
ている方またはこれと同等の資格を

有する方
修業年数 ３年（全日制）
応募方法 入学願書を希望する方は
本校までお問い合わせください。
願書受付期間 11月25日（火）〜12
月1日（月）当日消印有効
試験日 12月６日（土）学力試験
12月13日（土）面接
、
試験科目 国語（古文、漢文を除く）
英語Ⅰ、数学ⅠＡ
試験会場 塩谷看護専門学校（塩谷
総合病院敷地内）
問い合わせ 塩谷看護専門学校事務
局
0287−44−2322

「那珂川町第九を歌う会」
演奏会の整理券を発行します
演奏会日時 12月14日（日）
①午後12時30分開場・１時開演
②午後２時30分開場・３時開演
会場 小川総合福祉センターあじさ
いホール
入場料 無料（整理券が必要）
申込方法 往復はがきに郵便番号、
住所、氏名、電話番号、希望時間①
または②を記入のうえ、申込先あて
に申し込んでください。
申込締切 11月10日（月）（当日消
印有効）定員を越えた場合は抽選と
なります。
申込先 〒324‑0501那須郡那珂川町
小川2524−１（小川公民館内）
問 い 合 わせ 「那珂川町第九 を 歌 う
会」事務局
0287−96−2322

マイカー点検教室受講者募集
自分でできるマイカーの日常点検
及び簡単なトラブル対処法が身につ
きます。
日時 11月９日（日）
午後１時受付、１時30分開始
場所 小川総合福祉センター
すこやか共生館
申し込み 近くの自動車整備工場ま
でお申し込みください。
問い合わせ 栃木県自動車整備振興
会南那須支部（長谷川輪業有限会社）
0287−96−3939

広報なかがわ

平成20年10月10日
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みんなで歩こうまほろばの里！
第6回まほろばの里歩け歩け大会
期日

11月９日（日）小雨決行

会場

小川体育館

参加資格

県北及び趣旨に賛同する

市町内の小学４･５･６年生。ただし、
参加費

500円

集合時間

午前８時

申込締切

10月31日（金）までに総

出発時間

午前９時

稲作等の生産調整計画（転作）によ
り次年度に新規で農地を借りて作付

合体育館へ

けを 計画 されている 方 は 、「農用地

約 ６㎞

問い合わせ 大会事務局（総合体育

利用集積計画書」の提出が必要です。

・標準

約 ９㎞

館）

・熟練

約12㎞

コース ・初心者

参加資格

0287−92−5611

「はかり」の定期検査

制限なし（未就学児は保

農業委員会に取りに来て

いただくか、連絡いただければ郵送
します。

申し込み 10月24日（金）までに総

商店、会社、宅配便等 の 取引用

合体育館または小川公民館へ

（営業用）及び病院、学校、保育園

問い合わせ 総合体育館

等の証明用に使用している「はかり」

0287−92−5611

は、計量法で定められている定期検
査を受けて下さい。

第27回ゆりがねマラソン大会

日程・場所
10月15日（水）小川地区

11月30日（日）荒天中止

コース 山村開発センター〜健武地
区周回 コ ー ス （ ２ ㎞・3.5㎞・ ５ ㎞
健康診断等により、身体

申請期限
申請先

10月16日（木）馬頭地区
・山村開発センター
・山村開発センター

12月５日（金）

那珂川町農業委員会
0287−92−1185

とちぎ 食と農 ふれあいフェア
2008のご案内
日時

10月25日、26日の2日間
午前10時〜午後4時

・役場小川支所

10月17日（金）全地区対象

・10㎞）
参加資格

次により申請してください。
申請用紙

護者同伴）

場所

マロニエプラザ（栃木県立宇

都宮産業展示館）、宇都宮市体育館
内容

栃木県を代表する郷土料理の

紹介や試食、県内各地の農産物直売

に異常のない者で完走できる者

時間

参加費

1,000円

問い合わせ 商工観光課商工係 0287−

ンによるそば等の出店販売、餅つき

500円

92−1116 小川支所商工観光係 0287−

昔遊び、卵のつかみ取り等の体験の

96−2116

ほか、食育研究家「服部幸應先生」

一般
小・中高生

1,500円

親子
申込方法

所定の申込用紙に必要事

項を記入し、参加料を添えて郵便振
込にて申し込んでください。
申込締切

10月31日（金）必着

問い合わせ 大会事務局（総合体育
館 ）

0287−92−5611

午前10時30分〜午後３時

農ある田舎暮らし 高手の里
現地見学会のご案内
町では町有地を町外の方に無償で

インディアカ教室
日時

11月13日（木）・20日（木）

問い合わせ

番号を明記のうえ、郵送、ＦＡＸま

一般町民（学生も可）

後１時（雨天決行）

講師

体協インディアカ部員

会場

広報なかがわ

平成20年10月10日

無料

あいフェア実行委員会

対象

11月23日（日）

参加費

備付）に住所､氏名､年齢､職業､電話

日時

日時

一般消費者

現地見学会参加申込書（企画財政課

大山田小学校体育館

県北少年剣道大会

なお、25日午後１時30分から「富
対象

場所

0287−92−5611）へ

芸能人のライブ等
山のささら舞」が披露されます。

たはメールでお申し込みください。

合体育館（

や東京農業大学「小泉武夫先生」の
講演会やトークショー、栃木県出身

学会を開催します。

午後７時30分〜

申し込み 11月10日（月）までに総

所の新鮮野菜の販売、農村レストラ

貸し付けます。これに先立ち現地見
現地見学会に参加を希望する方は、
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新規で農地を貸借する方へ

防具を付けて半年以上練習した者。

集合場所 すこやか共生館

期日

nakagawa.lg.jp

11月23日（日）午前10時〜午
那珂川町大山田下郷字高手

申込期限

とちぎ

食 と農

ふれ

028−623−2333

「とちぎの木の家おしえて講座」
（住宅見学バスツアー）参加者募集
開催月日

10月26日（日）
９時30分集合

11月７日（金）まで

申し込み・問い合わせ

集合場所

栃木県庁塩谷庁舎駐車場

〒324‑0692

募集人員

先着30名

那珂川町馬頭409番地

那珂川町企画財政課
0287‑92‑1114 Fax0287‑92‑1316

参加費

メールアドレス sinkou@town.tochigi‑

需要拡大協議会

１人1,000円（昼食代）

申し込み・問い合わせ 栃木県木材
028−652−3687

