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募集テーマ　「出会い、ふれあい、心
の輪　～障害のある人とない人との
心のふれあい体験を広げよう～」
応募資格　一般県民（小・中・高校
生については、各学校で募集します）
募集期限　９月３日（金）
応募方法　直接、県障害福祉課へ応
募する。（詳細はお問い合わせくだ
さい）
その他　作品は未発表のものに限る。
問い合わせ　健康福祉課　
　　　　　　☎0287－92－1119

　馬頭健康管理センターでは、高血
圧や高血糖、高脂血症の方などを対
象に栄養相談を毎月１回実施しま
す。（予約制）
実施日　８月より毎月第３木曜日
※第１回目は８月19日（木）です。
※時間は予約時にご確認ください。
問い合わせ・申し込み先
馬頭健康管理センター
☎0287－92－1188

●『発見！古代なすの歴史』
　那須の歴史を小中学生向けに、わ
かりやすく展示・紹介します。
展示期間　７月10日～８月29日
※毎週月曜日は休館です。但し７月
　19日の祝日は開館（翌20日が休館）
開催場所　小川館
その他　要入館料（中学生以下は無料）
●『土器をつくろう！』
　縄文人になって作ってみよう！
日時　７月24日（土）
　　　午前９時～正午
※焼成は８月21日に行います。
定員　30名　　参加費　300円
●『拓本をとろう！』
　土器や瓦の模様を見て、紙に写し
取ってみよう！
日時　８月７日（土）
　　　午前９時30分～正午

心の輪を広げる体験作文募集

栄養相談を開催します

定員　20名　　参加費　100円
問い合わせ　なす風土記の丘資料館
小川館　☎0287－96－3366

期間　７月21日（水）～８月22日（日）
時間　①午前９時30分～ 12時30分
　　　②午後１時30分～４時30分
※天候等により、早期閉場、休場す
る場合があります。
問い合わせ　生涯学習課
　　　　　　☎0287－96－2116

　後期高齢者医療制度の保険料率
が、本年度より下記のとおり改正さ
れます。
保険料率　　　改正前　 　改正後
　均等割額　  33,800円 → 37,800円
　所得割率　　  6.38％ → 　7.18％
保険料の納め方
　保険料の納め方には、年金から差
し引かれる「特別徴収」と納付書で納
める「普通徴収」の方法があります。
　「特別徴収」の方には、８月中旬に
「特別徴収開始通知書」を送付します。
　「普通徴収」の方には、７月中旬に
「納入通知書」を送付しますので、納
期内に指定された金融機関で納めて
ください。
　保険料の納め忘れがなく、納めに
行く手間も省けて、安心・便利な口
座振替をぜひご利用ください。
問い合わせ　住民生活課保険年金係
　　　　　　☎0287－92－1112

　「食・農・絆」をテーマに、県内の
農業青年が集まり、消費者とのふれ
あいを目的に、自分たちが作った農
作物、またそれを活かした飲食物の
ＰＲを兼ね販売を行います。
　さらに、見て触れて楽しめるいろ
いろな農業体験も多数用意しています。
“カブトムシ無料配布もあります！”
ぜひご参加ください。
日時　８月22日（日）

風土記の丘資料館の夏休み体験活動
参加者募集

後期高齢者医療保険の
保険料率が変わります

町民プール　オープン
（馬頭・小川）

平成22年度自衛官募集

フレッシュ　ファーマーズ
フェスティバル ’10　開催！！

　　　午前９時～午後２時（荒天中止）
会場　ろまんちっく村　にぎわい広場
問い合わせ　栃木県農政部経営技術課
経営体育成担当　☎028－623－2317
那珂川町農林振興課農政係
　　　　　　　　☎0287－92－1113

受付期間　８月１日～９月10日

問い合わせ　自衛隊大田原地域事務
所　☎0287－22－2940

試験日時　10月24日（日）午前10時
試験会場　宇都宮短大附属高校ほか
受験申込期限　８月２日（消印有効）
その他　受験方法などの詳細はお問
い合わせください。
問い合わせ　とちぎ健康の森事業部
研修課　☎028－650－5587

　雇用保険を受給できない方に職業
訓練や生活保障を提供します。
会場　よくわかるパソコン教室烏山校
訓練コース　パソコン上級者養成科
期間　８月17日～平成23年２月14日
（土・日曜日、年末年始は休み）
午後１時30分～午後６時
申込期限　７月30日まで
その他　訓練期間中には、生活費
（毎月10万円または12万円）が支給
されます。更に希望者には貸付（最
大８万円／月）を実施します。
問い合わせ・申し込み先
ハローワーク那須烏山　
☎0287－82－2213

介護支援専門員実務研修受講試験

緊急人材育成支援事業
無料パソコン教室

種 目 試験日 応募資格

18歳以上
27歳未満

自衛官
候補生

男子　随時
女子　
９/26 ～ 29
のうち１日

９/18

９/23

18歳以上
27歳未満

一般
曹候補生

航空学生 高卒（見込）
21歳未満
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　身体障害者巡回相談を開催します。
医学的な相談、判定が受けられます。
日時　９月15日（水） 午後２時～４時
会場　那須烏山市保健福祉センター 
診察科目　肢体障害（整形外科）
問い合わせ・予約申し込み先
健康福祉課社会福祉係
　　　　　　　　☎0287－92－1119

日時　８月７日（土）午後１時～４時
会場　とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
内容　福祉施設・事業所の担当者と
の個別面談、ハローワークや福祉人
材バンク等による求職・資格相談等
その他　申込不要、出入自由です。
問い合わせ　栃木県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター　
　　　　　　　　☎028－643－5622

　栃木県運営適正化委員会では、福
祉サービスに関する利用者や家族等
からの苦情や相談を適切に解決する
ため、助言・相談・調査・あっせん・
知事への通知等を行っています。
（秘密厳守）
　相談は電話や来所の他、文書など
でも受け付けています。
相談時間　平日：午前９時～午後４時
問い合わせ　栃木県運営適正化委員会
　　　　　　☎028－622－2941 
　　　　　　FAX028－622－2316

　栃木県が委託した民間調査機関の
調査員がご家庭を訪問し、様々な人
権問題に対する考え方などについて
お伺いします。調査内容を本調査以
外に利用することは一切ありません
ので、ぜひご協力ください。
調査期間　７月１日～８月１日
問い合わせ　栃木県人権施策推進課
　　　　　　☎028－623－3026

体に障害を持つ方の相談会
（予約制）

福祉の就職総合フェア2010inとちぎ
（無料）

福祉サービスに関する
苦情解決制度の無料相談

人権に関する県民意識調査にご協力を

　あなたの活動をアピールして下さ
い。そして県民の方々に知ってもら
い活動の輪を広げていきましょう。
対象　まちおこしや地域に根差した
活動や個性豊かで活力ある地域づく
りで地域の活性化に大きく貢献して
いる団体または個人
応募期限　８月31日まで
応募方法　規定の応募用紙（下野新聞
社ＨＰhttp://www.shimotsuke.co.jp
から見られます）に事項を記入のう
え、ご応募ください。
入選　①大賞１件…賞状・楯・活動
資金30万円、②準大賞２件…賞状・
楯・活動資金10万円
問い合わせ　下野新聞社事業出版部
　　　　　　☎028－625－1134

　栃木県では、「もし私が知事に
なったらこんなことをしてみたい」
を基本テーマとした提案を募集して
おります。
応募資格　県内在住または県内の小
学校に通っている小学４～６年生
応募期限　９月７日まで
応募方法　400字詰め原稿用紙１枚
に提案をまとめ（余白に題名標記）、
裏面に氏名（ふりがな）・学校名・
学年・性別・住所・電話番号を記入
の上、県広報課へ送付願います。
問い合わせ・応募先　
栃木県県民生活部広報課　
〒320－8501宇都宮市塙田1－1－20
☎028－623－2158

応募資格　看護師または准看護師免
許を既に取得されている方
採用人員（予定）　５人
申込期限　随時受付します。
問い合わせ　那須南病院総務課
　　　　　　☎0287－84－3911

「下野ふるさと大賞」募集

那須南病院職員募集
（看護師・准看護師）

平成22年度「ジュニア知事さん」
作品募集

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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文字放送
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