平成22年度
町立幼稚園園児募集
対象児・定員
3 年保育課程（Ｈ18.4.2〜Ｈ19.4.1生）
30名程度
ひばり幼稚園
20名程度
小川幼稚園
2 年保育課程（Ｈ17.4.2〜Ｈ18.4.1生）
若干名
募集期間 10月20日（火）〜11月19日（木）
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）
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してくだ
さい。
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
教育委員会学校教育課（小川庁舎）
0287−96−2114

平成22年度保育園入園児
10月20日から申し込み受付開始
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）
（仮称）小川総合保育園（120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 （馬頭中央保育園及 び（仮
称）小川総合保育園 のみ ６ ヵ 月児 か
ら入園可）
入園基準 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まもない
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
（馬頭中央保育園及び（仮称）小川総
合保育園では午後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
（仮称）小川保育園のみ実施（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。
入園申し込み受付場所 健康福祉課
と小川庁舎総合窓口課及び各保育園
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65歳未満の方全員）
その他 申し込みが定員を超えた場
合は、保育の必要性の高い順に選考
し、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 健康福祉課社会福祉係
0287−92−1119

「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13日（日）
①午後０時30分会場・１時開演
②午後２時30分会場・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 り 11月13日（金）（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2814‑1（生涯学習課内）
問い合わせ
「那珂川町第九を歌う会」事務局
0287−96−2116

不正軽油撲滅強化月間
毎年10月は全国不正軽油撲滅強化

月間です。不正軽油に関する情報を
お寄せ下さい。
不正軽油とは、軽油引取税の脱税
を目的に、軽油代替燃料として灯油
や重油を混和する等して使用するも
ので、不正軽油に関わる者はすべて
罰則の対象となります。
不正軽油 に 関 する 情報 は 、「不正
軽油110番（ 028−626−3178） に
お寄せ下さい。
問い合わせ 宇都宮県税事務所軽油
028−626−3178
引取税調査班

11月は
「労働時間適正化キャンペーン」
月間です
栃木県労働局では、長時間労働の
抑制等の労働時間の適正化を図るた
め、11月を「労働時間適正化キャン
ペーン」月間とし、月間中の11月21
日（「勤労感謝の日」の前々日）に、
長時間労働や賃金不払残業（いわゆ
るサービス残業）に関する相談に応
じるための無料電話相談を、下記に
より実施しますのでご利用下さい。
実施日時 11月21日（土）午前９時
〜午後５時
全国一斉「労働時間相談ダイヤル」
フリーダイヤル 0120−794−713

栃木県育英会の奨学生募集
（財）栃木県育英会では、平成22年
度に進学予定の人を対象に、月額貸
与奨学生、入学一時金奨学生及び東
京学生入寮者を募集します。
募集期間 10月１日〜11月13日
願書等配布先 県内各中学校、高等
学校、市町教育委員会で配布
問い合わせ （財）栃木県育英会事務
028‑623‑3459 ホームページ
局
http: //www16.ocn.ne.jp/˜ tochiiku/
お願い 栃木県育英会では、奨学金
の貸付原資となる善意の寄付金を募
集しています。１人でも多くの方の
ご支援をお願いします。
なお､寄付金の振込書等については
各市町教育委員会及び県内足利銀行
各支店にありますのでご利用下さい。
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アスパラガス作付希望者を
募集します
町では園芸特産農産物生産振興事
業としてアスパラガスの生産を振興
するため作付希望者を募集します。
対象者 アスパラガスの種子及び苗
を新たに作付または増反を希望し、
町のアスパラガス生産組合の趣旨に
賛同できる方
申込締切 11月13日（金）
問い合わせ・申込先
農林振興課農政係
0287−92−1113

馬頭広重美術館ワークショップ
【とちぎ県民カレッジ連携講座】
版画教室
木版画ではがき作りに挑戦してみ
ませんか？ぜひご参加ください。
日時 11月15日（日）午後１時30分〜
場所 馬頭広重美術館 視聴覚研修室
講師 佐藤 元春 先生
参加費 500円（材料費込み）
持ち物 彫刻刀（※用意できる場合
はお持ちください）
定員 10名（先着順）
問い合わせ 馬頭広重美術館
0287−92−1199

「しあわせに暮らせるまちづくり」
を目指して講演会を開催します
町と町社会福祉協議会では、本年
から２年間かけて「地域福祉計画・
地域福祉活動計画」の策定に取り組
むことになりました。
この計画は、人口の減少や少子高
齢化の進行など生活環境が大きく変
わってきており、そのような中で、
これからも住み慣れた地域で安心し
て生活していくためには、そこに住
む人たちが互いに支えあい、助け合
うことのできるまちづくりを進める
ことが必要です。そのため、計画策
定にあたっては行政だけでなく、よ
り多くの町民の方から、医療福祉関
係者等、幅広く参加していただく必
要があります。
日時 10月17日（土）午前９時40分
開会（先に開催される自治功労者表
彰式が終了次第、開会します）
場所 小川総合福祉センター あじ

19

広報なかがわ 平成21年10月10日

さいホール
演題 「しあわせに暮らせる町づくり」
講師 大石剛史氏（国際医療福祉大
学講師）
対象者 一般町民
問い合わせ 健康福祉課
0287−92−1119

特設行政相談会の開催
〜ききます、とどけます、
あなたの声を行政に〜
行政相談週間 10月19日〜25日
10月17日に行われる福祉まつりで
の福祉相談会と合同で、特設行政相
談会を開催します。
行政への苦情、意見・要望等があ
りましたら、行政相談員が対応いた
しますので、お立ち寄りください。
日時 10月17日（土）午前10時〜正午
場所 小川総合福祉センター
0287‑92‑1111
問い合わせ 総務課

荒井良子日本画展
（卒寿祝）
期日

11月５日（木）〜８日（日）
午前９時30分〜午後４時30分
場所 馬頭広重美術館
視聴覚研修室ギャラリー
0287‑92‑2808（自宅）
問い合わせ

那珂川下流圏域の河川整備計画
原案について地域の皆様からの
ご意見を伺います
栃木県では、地域の皆様の意見を
反映させた河川の整備及び維持に関
する計画（河川整備計画）の策定作
業を進めているところであります。
この度、皆様がお住まいの那珂川
下流圏域の河川整備計画変更の原案
がまとまりましたので、地域にお住
まいの皆様にご意見を下記のとおり
伺います。
縦覧対象 一級河川那珂川水系那珂
川下流圏域河川整備計画
縦覧場所
県土整備部河川課
028−623−2438
烏山土木事務所
0287−83−1316
町建設課
0287−92−1118
縦覧期間 11月２日〜20日（土日祝
日を除く）午前９時〜午後５時
※河川課ホームページでも縦覧可

http: //www.pref.tochigi.lg.jp/system
/honchou/honchou/kasenka01.html
意見募集期間 11月２日〜24日（必着）
意見書の提出方法 上記縦覧場所に
備え付けの用紙または住所・氏名を
記載した電子メールにて提出して下
さい。
問い合わせ・提出先 上記縦覧場所
へ提出して頂くか下記へ提出する。
〒320−8501（住所不要）
栃木県県土整備部河川課（宛て）
028‑623‑2438 FAX028‑623‑2441
メールアドレス kasen@pref.tochigi.lg.jp

耐震補強促進のための助成制度
昭和56年以前に建築された木造住
宅について、耐震補強を促進するた
めの助成制度が創設されました。
①耐震アドバイザー派遣…県認定の
アドバイザーが訪問し、耐震に関す
るアドバイスを 行 います 。（個人負
担なし）
②木造住宅耐震診断…耐震診断費用
の一部を補助（上限10万円）
③木造住宅耐震改修…耐震補強工事
費の一部を補助（上限60万円）
その他 補助要件や補助金等の詳し
い内容についてはお問い合わせくだ
さい。
問い合わせ 建設課 0287‑92‑1118

とちぎ 食と農
ふれあいフェア2009
地域再発見！美味しい楽しい「と
ちぎ食の回廊」をテーマに、県内の
特産物の展示販売や試食、郷土料理
や伝統文化の紹介、中華の鉄人陳建
一氏や俳優永島敏行氏の講演など多
彩な催しが行われます。
日時 10月24日（土）〜25日（日）
午前10時〜午後４時
場所 マロニエプラザほか
駐車場 会場駐車場のほか、宇都宮
市体育館・駅東公園、今泉小学校
※ＪＲ宇都宮駅東口・今泉小学校⇔
マロニエプラザに無料シャトルバス
運行
問い合わせ とちぎ 食と農 ふれ
あいフェア実行委員会（県農政部農
村振興課）
028−623−2333

