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　平成23年１月９日（日）に開催さ
れる「平成23年那珂川町成人式」の
企画・運営などに携わる実行委員を
募集します。思い出に残る成人式を
自分達の手で盛り上げてみませんか。
内容　式典及びアトラクションの企
画・運営など（実行委員会は５回開催）
対象者　平成２年４月２日～平成３
年４月１日生まれの方で10名程度
申込方法　電話またはメールで申し
込む。（メール送信の際は、タイトル
に「成人式実行委員」と明記してく
ださい）
申込締切　８月31日（火）
問い合わせ・申し込み先　
生涯学習課　☎0287－96－2116
E-mail　
sgaku@town.tochigi-nakagawa.lg.jp
 

※平成23年那珂川町成人式のご案内
の通知は10月頃発送予定です。

　那珂川の水運の変遷を紹介すると
ともに、当町域の河川で昔から行わ
れている多くの漁について展示します。
期間　９月１日（水）～10月31日（日）
　※毎週月曜日と第３日曜日は休館
会場　馬頭郷土資料館（広重美術館隣）
問い合わせ　馬頭郷土資料館
　　　　　　☎0287－92－1103

　那須南病院の整形外科において
は、昨年４月から常勤医師１名が診
療にあたっておりますが、外来患者
数の増加に伴う診療時間の延長によ
り、入院患者様の診療や手術等に影
響を及ぼす事態となっております。
　今後も住民の皆様に専門的な医療

那珂川町成人式実行委員募集！

那須南病院
整形外科外来の診療について

を提供していくため、次のとおり外
来診療を制限させていただいており
ますので、ご理解とご協力をお願い
します。
◇１日に対応可能な予定診療人数枠
を設定しております。初診及び予約
外の方の受診で、ご来院時、診療枠
を超えたため整形外科の診療ができ
ない場合は、以下のいずれかの方法
で対応させていただきます。
①次回の整形外科の予約をお取りし
　て、改めて受診していただきます。
②病状などにより、当日は外科医師
　が初期対応をさせていただき、必
　要に応じて次回の整形外科の予約
　をお取りします。
③近隣の整形外科医院をご案内させ
　ていただきます。
◇なお、毎週火曜日は整形外科が休
診となりますので、ご了承ください。
問い合わせ　那須南病院　医事課
　　　　　　☎0287－84－3490

　雇用保険を受給できない失業者に
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大金校
訓練期間　９月８日～ 12月７日
　　　　　（土・日・祝日は休み）
訓練時間　①午前８時～ 12時30分
　　　　　②午後１時30分～６時
テキスト代　4,389円
申込期限　８月24日（火）
その他　訓練期間中に生活費の支給
（毎月10万～12万円）と希望者には
貸付（毎月５万～８万円）もあります。
問い合わせ　ハローワーク那須烏山
　　　　　　☎0287－82－2213

受付期間　９月６日～ 10月１日
職種　看護学生、防衛大学校学生、
防衛医科大学校学生
その他　試験日、試験会場、応募資
格については、お問い合わせください。
問い合わせ　自衛隊大田原地域事務
所　☎0287－22－2940

自衛官募集のご案内

緊急人材育成支援事業
「無料パソコン教室」

　「介護予防教室」の参加者への介
助・誘導・声かけなどをしてくれる
ボランティア・スタッフを募集します。
定員　10名（先着順）
事前研修　①９月１日(水)午前９時
～ 11時30分　「ボランティアの心
得、高齢者への対応方法」
②９月８日(水)午前９時～ 11時30分
　「介護予防運動の目的と実技」
問い合わせ・申し込み先　地域包括
支援センター　☎0287－96－2161

　平成17年５月から休止していた日
本脳炎予防接種について、次のとお
り一部再開されています。
対象者　第１期初回：３歳～４歳に
達する前までの児（※対象年齢に該
当しない児は平成22年度以降、連絡
します）
受け方　乾燥細胞培養日本脳炎ワク
チンを１～４週間の間隔で２回接種
する。
集団接種実施日　９月17日（金）、10
月15日（金）、11月10日（水）、12月６
日（月）、12月27日（月）、1月24日
（月）、２月21日（月）、３月18日（金）
のいずれも午後１時開始
接種会場　馬頭健康管理センター
その他　町外での接種を希望する場
合などはお問い合わせください。
問い合わせ　馬頭健康管理センター
　　　　　　☎0287－92－1188

期日　９月７日（火）
　　　午前９時30分～午後２時30分
場所　小川体育館
対象者　町内在住の障害者
競技内容　ストラックアウト・ボーリングほか
申込締切　８月20日（金）
申込方法　次の福祉会地区役員へ申
し込んでください。
笹沼之子　☎0287－92－4549

介護予防ボランティア
「ほっとなかがわ」募集について

日本脳炎予防接種一部再開について

吉田　稔　☎0297－96－3008
問い合わせ　健康福祉課社会福祉係
　　　　　　☎0287－92－1119

配付対象者　適正に管理できる町内
の農家　※先着順で９月下旬に配付
配付量　なたね（１kg/10a）、ヘアリー
ベッチ（４kg/10a）※いずれも50aまで
申込締切　８月31日（火）
問い合わせ・申し込み先
農林振興課農政係☎0287－92－1113

　企業の雇用調整等により離職され
た非正規労働者、中高年齢者等の方
を対象に臨時職員を募集します。
職種　林道等の環境美化作業補助員
募集予定　２名
雇用期間　10月１日～平成23年３月
31日（更新することもあります）
募集期間　８月10日～ 31日
申込方法　商工観光課にある町臨時
職員雇用願に必要事項を記入し、農
林振興課に提出願います。
賃金　時給900円
勤務時間等　月～金　午前９時～午
後５時
雇用条件　要普通運転免許証
担当課　勤務内容などは農林振興課
（☎0287－92－1113）で確認願います。
問い合わせ　商工観光課
　　　　　　☎0287－92－1116

開催日　10月５日（火）
開催場所　烏山小体育館（那須烏山市）
対象者　南那須地区内に在住、また
は南那須地区の事業所に勤務する方
出場規定　①合唱（時間５分以内）、
②合奏（時間８分以内）
※それぞれ、曲目及び人数は自由
申込期限　８月27日（金）
問い合わせ・申し込み先　那須烏山
市生涯学習課　☎0287－88－6223

那珂川町身体障害者福祉会主催
那珂川町身体障害者スポーツ大会

参加者募集

緊急雇用対策事業
臨時職員を募集します

遊休農地発生防止・解消のために
「なたね」・「へアリーベッチ」の 

種を無料配付します

第33回少年の主張発表
南那須地区大会

第５回南那須地区音楽祭
〔オープン参加部門〕出演団体募集

　那珂川町、那須烏山市の各中学校代
表の生徒１名が、それぞれ発表します。
日時　９月９日（木）
　　　午後１時30分～午後４時
会場　烏山公民館（那須烏山市）
観覧申込方法　９月３日（金）まで
に電話等で申し込む。（入場無料）
問い合わせ・申し込み先　
南那須地区青少年育成連絡協議会事
務局（烏山健康福祉センター内）
☎0287－82－2231

　家庭教育について自主的に学習や
相談活動を行い、地域に根ざした支
援・援助ができる人材を養成する講
座です。
研修期間　９月～12月まで（全８回）
研修会場　栃木県総合教育センター
応募期限　８月31日（火）
問い合わせ　生涯学習課
　　　　　　☎0287－96－2116

募集人員（予定）　７名
募集期限　９月24日（金）
試験日時　10月７日（木）午後１時
試験会場　那須南病院５階会議室
試験内容　作文及び面接試験
その他　応募資格、応募方法などの詳
細については、お問い合わせください。
問い合わせ　那須南病院　総務課
　　　　　　☎0287－84－3911

公売日時　９月８日（水）午後１時30
分開始（10分前にお集まりください）
場所　栃木県庁塩谷庁舎101会議室
持参物　印鑑、買受代金、本人確認
できるもの（運転免許証等）
※代理人の場合には委任状が必要です。
問い合わせ　矢板県税事務所収税課
　　　　　　☎0287－43－2171

家庭教育オピニオンリーダー研修
参加者募集

電話加入（利用）権の公売について

平成23年４月１日付採用
那須南病院職員

（看護師・准看護師）の募集 
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第11回企画展「那珂川の水運と漁」
－那珂川町域を中心として－
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「なたね」・「へアリーベッチ」の 

種を無料配付します

第33回少年の主張発表
南那須地区大会

第５回南那須地区音楽祭
〔オープン参加部門〕出演団体募集

　那珂川町、那須烏山市の各中学校代
表の生徒１名が、それぞれ発表します。
日時　９月９日（木）
　　　午後１時30分～午後４時
会場　烏山公民館（那須烏山市）
観覧申込方法　９月３日（金）まで
に電話等で申し込む。（入場無料）
問い合わせ・申し込み先　
南那須地区青少年育成連絡協議会事
務局（烏山健康福祉センター内）
☎0287－82－2231

　家庭教育について自主的に学習や
相談活動を行い、地域に根ざした支
援・援助ができる人材を養成する講
座です。
研修期間　９月～12月まで（全８回）
研修会場　栃木県総合教育センター
応募期限　８月31日（火）
問い合わせ　生涯学習課
　　　　　　☎0287－96－2116

募集人員（予定）　７名
募集期限　９月24日（金）
試験日時　10月７日（木）午後１時
試験会場　那須南病院５階会議室
試験内容　作文及び面接試験
その他　応募資格、応募方法などの詳
細については、お問い合わせください。
問い合わせ　那須南病院　総務課
　　　　　　☎0287－84－3911

公売日時　９月８日（水）午後１時30
分開始（10分前にお集まりください）
場所　栃木県庁塩谷庁舎101会議室
持参物　印鑑、買受代金、本人確認
できるもの（運転免許証等）
※代理人の場合には委任状が必要です。
問い合わせ　矢板県税事務所収税課
　　　　　　☎0287－43－2171

家庭教育オピニオンリーダー研修
参加者募集

電話加入（利用）権の公売について

平成23年４月１日付採用
那須南病院職員

（看護師・准看護師）の募集 

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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第11回企画展「那珂川の水運と漁」
－那珂川町域を中心として－

すなどり


