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まちおこし・ハイチ地震チャリティ公演
「あやめもよし　かたりもよし
まほろばがたり発表会」

　これからの“とちぎ”のことについ
て、福田知事と話してみませんか？
日時　７月10日(土)午後１時30分～
場所　那須烏山市南那須公民館
応募資格　県内在住、通勤、通学の者
応募方法　住所（郵便番号）、氏名、
年齢、性別、電話番号、職業を明記
の上、ハガキ・ＦＡＸ・メール・電
話で申し込む
応募締切　６月25日（当日消印有効）
問い合わせ・応募先
〒320－8501（住所記入不要）　
栃木県広報課　☎028－623－2158
FAX028－623－2160
Eメール　kocho@pref.tochigi.lg.jp

●「第19回特別展 那須の発掘物語
　～那須烏山市の遺跡から～」
開催期間　６月27日（日）まで
開催場所　湯津上館
●夏休み体験活動「なつ！風土記
　－これできみも考古学者－」
展示期間　７月10日～８月29日
開催場所　小川館
休館日　月曜日（除く祝日）、祝日の翌日
その他　要入館料（中学生以下は無料）
●展示に挑戦！
日時　７月10日（土）午前９時～正午
定員　親子10組（参加費100円）
●土器を作ろう
日時　７月24日（土）午前９時～正午
　　　※焼成は８月21日（土）
定員　30名（参加費300円）
問い合わせ　なす風土記の丘資料館
小川館　☎0287－96－3366
FAX0287－96－3340
メールアドレスinfo@nasufudoki.com

テーマ「自分のための手作りお弁当」
応募要件　
・野菜が１食100ｇ以上入っているか
・１時間程度で作れるか（炊飯除く）
・栄養のバランスがとれているか

とちぎ元気フォーラムin那須烏山
参加者募集

なす風土記の丘資料館
展示・イベントのご案内

・身近な食材を使用しているか
・お弁当として安全かつ衛生的か
応募資格
県内の小学４～６年生で個人もしく
は２人組（うち１人が必ず４～６年
生であること）で、９月４日の２次
審査に参加できる方
応募締切　７月21日（水）
その他　応募方法や審査方法などの
詳細はお問い合わせください
問い合わせ・応募先
那珂川町食生活改善推進団体連絡協議
会事務局（馬頭健康管理センター内）
☎0287－92－1188

　町民の皆様の応援をお願いします。
主催　那珂川町立小川小学校同窓会
主管　那珂川町野球連盟
後援　那珂川町、町教育委員会、町
体育協会、小川小学校ＰＴＡ、下野
新聞社、毎日新聞社
期日　７月17日（土）～ 19日（月）
会場　小川運動場及び馬頭運動場
問い合わせ　小川小学校同窓会事務
局（小川小学校内）☎0287－96－2049

　平成23年度から使用する教科書が
展示されますので、ご覧ください。
期間　７月７日まで（土日祝日を除く）
　　　午前９時～午後５時
場所　那珂川教科書センター
　（那珂川町山村開発センター２階）
問い合わせ　塩谷南那須教育事務所
　　　　　　☎0287－43－0176

　野菜や花の栽培を始めたいと思っ
ている農家の方を対象に、管内優良農
家のほ場見学会（無料）を開催します。
開催日時　７月６日（火）
　　　　　午前９時～午後４時
集合場所　ＪＡなす南本店（白久）
　　　　　午前８時50分までに集合
見学農家　夏秋なす・アスパラガ
ス・梨・みなみちゃんカボチャ・加

子どもの料理コンクール

教科書展示会の開催

那珂川町合併５周年並びに
塩那少年野球大会第60回記念大会

口蹄疫侵入防止に
消毒剤・消石灰を配布いたします

園芸作物ほ場見学会の開催

工用トマト・シンテッポウユリの生
産農家
申込締切　６月30日（水） 
問い合わせ・申込先
農林振興課　☎0287－92－1113

　今般、家畜伝染病の口蹄疫が宮崎
県で発生したことに伴い、本病の本
町への侵入防止の徹底を図るため、
消毒剤・消石灰を配布いたします。
　「牛」「豚」「山羊」「めん羊」を飼わ
れている方は、ご連絡ください。
問い合わせ
農林振興課農政係☎0287－92－1113

対象　知的障がい児へのボランティ
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
講座開始日　７月17日（土）
申込期限　７月２日（金）
問い合わせ・申込先　
南那須特別支援学校（担当：菅山）
☎0287－88－7571

　皆さんのご来場をお待ちしています。
日時　６月19日（土）午後１時開場
場所　ふるさと館（ふるさとの森公園内）
内容　第１部　会員による発表会
　　　第２部　美寿々すみ子の唄がたり
その他　入場料は無料です
問い合わせ　まほろばがたり（渡辺
惠子）　☎0287－96－2668

　平成23年３月新規高卒者対象の求
人受理が６月20日から開始されます。
　また、学生への求人公開は７月１
日からです。（一般求人は随時受付）
　求人の申し込み・問い合わせはハ
ローワークまでお願いします。
問い合わせ　ハローワーク那須烏山
　　　　　　☎0287－82－2213

ボランティアスクール（無料）の開催

求人はハローワークへ
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　平成22年度の自動車税の納税はお
済みですか？納期限（５月31日）が
過ぎましたので、お忘れになってい
る方は、至急納税してください。
　納税されませんと督促状が送付さ
れ、延滞金もかかります。
　また、督促状を発してから10日を
経過しても完納しないと、差し押さ
えなどの滞納処分を受けることにな
ります。
問い合わせ　矢板県税事務所収税課
　　　　　　☎0287－43－2171

　外国人労働者の適正な雇用・労働
条件の確保と不法就労の防止にご協
力をお願いいたします。
問い合わせ　
ハローワーク宇都宮　駅前プラザ　
☎028－623－8609

　狩猟免許試験に備えて、下記のと
おり、講習会（任意）を開催します。
講習会の種類（対象となる免許）
網・わな・第１種・第２種
講習会日時
①６月29日、②７月１日、③８月11
日、④８月17日、⑤11月10日
※いずれも午前９時～午後５時開催
※①は網のみ、⑤はわなのみ講習
申込締切　各受講日の７日前まで
問い合わせ・受講申込先
県北環境森林事務所
☎0287－23－6363

免許の種類
網・わな・第１種・第２種
受験資格　県内に住所を有する満20
歳以上の者
試験日時　①７月10日、②８月25日、
③11月17日　※いずれも午前９時～
※①は網のみ、③はわなのみ試験

忘れていませんか？
あなたの自動車税（県税）

６月は「外国人労働者問題啓発月間」

平成22年度狩猟講習会の案内

平成22年度狩猟免許試験の案内

受験申請期間　各試験日の14日前か
ら７日前まで
問い合わせ・受験申込先
県北環境森林事務所
☎0287－23－6363

　10月１日から住民登録している市
町村の窓口でパスポートの申請と交
付が受けられます。
　県の窓口での申請の受付は、９月
30日で終了しますので、ご注意くだ
さい。
問い合わせ　栃木県旅券センター
　　　　　　☎028－638－3811

　平成22年６月18日に改正法が施行
され、次のとおり変更されます。
①借入総額が「年収の３分の１」を
　超える場合、新規の借入れ不可
②原則、借入れ時に年収を証明する
　書類が必要
　法律の詳しい内容は、下記の金融
庁ウェブサイトをご覧ください。
（http://www.fsa.go.jp/）
　借入れや返済のお悩みは、お早め
にご相談ください。
相談窓口
消費者ホットライン（消費生活相談窓口）
　　　　　　　　☎0570－064－370
金融庁・金融サービス利用者相談室
　　　　　　　　☎0570－016－811
　　　　　　　　☎03－5251－6811

　労働保険（雇用・労災）の年度更
新の手続きは７月12日までに行って
ください。
　その際、雇用保険料率が改正され
ていますのでご注意願います。
受付　栃木県労働局労働保険徴収室
または最寄りの郵便局など
問い合わせ　
栃木県労働局労働保険徴収室 
☎028－634－9113

パスポートの窓口が変わります

労働保険年度更新の
申告・納付時期について

貸金業法が大きく変わります！

那珂川町ケーブルテレビ
番組タイムスケジュール
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都合により予告なく番組を変更
する事があります。ＥＰＧでの
確認を、お願いします。
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