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　警察では、犯罪等による被害の未
然防止に関する相談、その他県民の
安全と平穏についての相談に応じる
ため、各種相談窓口を設けていま
す。
那珂川警察署　☎0287－92－0110
警察本部
警察相談電話
  ＃9110（プッシュ回線・携帯電話）
  ☎028－627－9110（ダイヤル回線）
悪質商法相談　　☎028－624－1110
ヤングテレホン　☎0120－87－4152
シルバー１１０番☎028－627－4680
性犯罪被害者相談☎0120－710－873
覚せい剤１１０番☎028－624－0919
暴力相談　　　　☎028－622－2424
※緊急の事件・事故以外の相談につ
いては、110番ではなく、＃9110番を
利用してください。

　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
農家のほ場見学会を開催します。
開催日時　10月５日（火）
　　　　　午前９時～午後４時
集合場所　ＪＡなす南本店
　　　　※午前８時50分までに集合
見学農家　いちご・カリフラワー・
夏秋なす・ショウガ・からす大根・
スナップえんどうの生産農家
参加費　無料（昼食は主催者で準備）
申込締切　９月28日（火）
問い合わせ・申し込み先
ＪＡなす南園芸課☎0287－96－6170
塩谷南那須農業振興事務所
　　　　　　　　☎0287－43－2318
那珂川町農林振興課
　　　　　　　　☎0287－92－1113

　女性農業者の皆さん、仲間づくり
の講座を開催しますので、ぜひ、ご
参加ください。（定員20名）
募集要件　農業に従事または関心が

９月11日は「警察相談の日」です

南那須地区いきいきアグリ塾の開催

ある概ね35歳から55歳の女性で原則
として全講座（全３回）参加できる方
申込方法　９月末までに電話または
FAXで住所･氏名･連絡先を申し込む。
その他　講座内容・開催時期などの
詳細は申込者に個別に連絡します。
問い合わせ・申し込み先
塩谷南那須農業振興事務所経営普及部
　　　　　　  ☎   0287－43－2318 
　　　　　　 FAX 0287－43－4072
ＪＡなす南生活福祉課
　　　　　　  ☎   0287－96－6176 
　　　　　　 FAX 0287－96－5997
那珂川町農林振興課
　　　　　　  ☎   0287－92－1113
　　　　　　 FAX 0287－92－3081

対象企業　①製造業･鉱業･建設業・
運輸業等で従業員数20人以下の企業
②卸売業・小売業・サービス業で従
業員数５人以下の企業
※上記以外でも、従業員数50人以下
の企業で、一定の条件を満たしてい
る企業は対象となります。
対象設備　新品で栃木県内に設置さ
れるもの
その他　貸付金額や金利などの詳細
は、お問い合わせください。
問い合わせ　（財）栃木県産業振興セ
ンター　振興部　設備貸与課
　　　　　　　　☎028－670－2604

　就職を希望する障害者の方であれば、
どなたでも自由に参加いただけます。
　また、採用意向のある事業主の皆様
の積極的なご参加をお願いします。
　なお、派遣求人・請負求人でのお
申し込みは出来ません。
　詳細はお問い合わせください。
開催日時　10月６日（水）午後１時
30分～午後４時30分（受付は午後１
時～午後３時30分）
開催場所　ホテル東日本宇都宮（宇都
宮市上大曽492－1）☎028－643－5500
問い合わせ　ハローワーク宇都宮
専門援助部門　☎028－638－0369

障害者合同就職面接会の開催

小規模企業者等設備導入資金制度

　本年も多年にわたり社会に貢献さ
れた高齢者の長寿をお祝いする敬老
会を、馬頭地区は９月19日（片根地
区は12日）、小川地区は９月12日に
各行政区の開催方法等により行われ
ます。
　招待者は、75歳以上の方（昭和10
年12月31日以前に生まれた方）です。
　また、敬老祝い金が支給されます。
80歳の方 …………………… ５千円
85歳・90歳・95歳の方 …… １万円
問い合わせ
健康福祉課　　　☎0287－92－1119
小川庁舎総合窓口課☎0287－96－2111

　交換時期を迎えるお宅へ、水道
メータ交換のために町指定給水工事
店が、９月７日～ 17日の間に交換に
お伺いしますので、ご協力をお願い
します。
問い合わせ　上下水道課
　　　　　　☎0287－92－2002

　福祉まつりの会場で、特設行政相
談会を開催いたします。
　行政への苦情、意見・要望等につ
いて、行政相談委員が対応します。
日時　10月16日（土）午前10時～正午
会場　小川総合福祉センター
問い合わせ　総務課行政係
　　　　　　☎0287－92－1111

　「子ども手当」は、中学生までのお
子さんを養育する方が支給対象です。
　まだ、申請の手続きをされていな
い方は、９月30日までに手続きをお
願いします。期限を過ぎますと、申
請の翌月分（11月以降）からの支給
となり、４月分まで遡って支給され
ません。

平成22年度敬老会の開催について

水道メータの交換について

　また、公務員の方は、勤務先へ手
続きして下さい。
問い合わせ　健康福祉課社会福祉係
　　　　　　☎0287－92－1119

　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。
　那珂川町では、住民生活課の窓口
で申請と交付が受けられます。（小
川庁舎総合窓口課は申請のみ受付）
　なお、日曜日に交付を希望する場
合は、栃木県旅券センター（ＪＲ宇
都宮駅構内）での申請となります。
問い合わせ
栃木県旅券センター☎028－638－3811
住民生活課　　　☎0287－92－1112
小川庁舎総合窓口課☎0287－96－2111

所在地　那珂川町馬頭2558－87
区画数　１区画（９㎡）
使用料　670,000円（使用許可時）
管理料　2,500円（年間）
使用者の資格　町に住所を有する方
申込方法　住民生活課または小川庁
舎総合窓口課に備え付けの使用許可
申込書により申し込む。
受付期間　９月16日（木）～30日（木）
使用者の決定　応募多数の場合は抽
選により決定。抽選日は後日、申込
者に直接連絡します。
問い合わせ　住民生活課生活環境係
　　　　　　☎0287－92－1112

　商店や会社・宅配便等の取引用
（営業用）及び、病院・学校・保育所
等の証明用に使用するはかりは、計
量法で定められている定期検査を受
けなければなりません。
　当町では下記により検査を実施しま
すので、必ず検査を受けてください。
期日・会場・時間
①10月19日（火）　役場小川庁舎
　午前10時30分～午後３時

行政相談週間　10月18日～24日
「ききます、とどけます、　　　
　　　　　　あなたの声を行政に」

那珂川町公園墓地使用申し込み受付

10月１日から町の窓口でパスポート
の申請・交付が出来ます

パソコン講座受講者募集

はかりの定期検査について

「子ども手当」の申請は
お済みですか？

②10月20日(水)　山村開発センター
　午前10時30分～午後３時
③10月21日(木)　山村開発センター
　午前10時30分～午後３時
問い合わせ
商工観光課商工係☎0287－92－1116
栃木県計量検定所☎028－667－9425

昼の部（午後１時30分～４時30分）
・パソコン入門講座（10月13・15日）
・初級講座（10月19・21日）
夜の部（午後７時～９時）
・中級講座（10月19・21・26・28日）
・ブログ講座（11月2・4・9・11日）
会場　山村開発センター会議室
対象　町内在住または勤務している
18歳以上の方
定員　各講座とも15名
受講料　無料（ただし、テキスト代は実費）
申込方法　申込書を生涯学習課また
は馬頭公民館へ提出する。（FAX可）
問い合わせ　生涯学習課生涯学習係
　　　　　　 ☎   0287－96－2116
　　　　　　FAX 0287－96－4545

　脱税目的に灯油や重油を混和した
不正軽油に関する情報をお寄せくだ
さい。
「不正家軽油１１０番」
宇都宮県税事務所軽油引取税調査班
　　　　　　　　☎028－626－3178

　うつ病かも…自殺が心配…と思った
ら、下記の相談窓口へご相談ください。
電話・来所相談
栃木県精神保健福祉センター
　　　　　　　　☎028－673－8785
栃木県烏山保健福祉センター
　　　　　　　　☎0287－82－2231
那珂川町健康福祉課
　　　　　　　　☎0287－92－1119
電話相談
こころのダイヤル☎028－673－8341
栃木いのちの電話☎028－643－7830

10月は全国不正軽油撲滅月間です。

９月10日～ 16日は　　　　　
　　　　　「自殺予防週間」です

園芸作物ほ場見学会の開催
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　警察では、犯罪等による被害の未
然防止に関する相談、その他県民の
安全と平穏についての相談に応じる
ため、各種相談窓口を設けていま
す。
那珂川警察署　☎0287－92－0110
警察本部
警察相談電話
  ＃9110（プッシュ回線・携帯電話）
  ☎028－627－9110（ダイヤル回線）
悪質商法相談　　☎028－624－1110
ヤングテレホン　☎0120－87－4152
シルバー１１０番☎028－627－4680
性犯罪被害者相談☎0120－710－873
覚せい剤１１０番☎028－624－0919
暴力相談　　　　☎028－622－2424
※緊急の事件・事故以外の相談につ
いては、110番ではなく、＃9110番を
利用してください。

　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
農家のほ場見学会を開催します。
開催日時　10月５日（火）
　　　　　午前９時～午後４時
集合場所　ＪＡなす南本店
　　　　※午前８時50分までに集合
見学農家　いちご・カリフラワー・
夏秋なす・ショウガ・からす大根・
スナップえんどうの生産農家
参加費　無料（昼食は主催者で準備）
申込締切　９月28日（火）
問い合わせ・申し込み先
ＪＡなす南園芸課☎0287－96－6170
塩谷南那須農業振興事務所
　　　　　　　　☎0287－43－2318
那珂川町農林振興課
　　　　　　　　☎0287－92－1113

　女性農業者の皆さん、仲間づくり
の講座を開催しますので、ぜひ、ご
参加ください。（定員20名）
募集要件　農業に従事または関心が

９月11日は「警察相談の日」です

南那須地区いきいきアグリ塾の開催

ある概ね35歳から55歳の女性で原則
として全講座（全３回）参加できる方
申込方法　９月末までに電話または
FAXで住所･氏名･連絡先を申し込む。
その他　講座内容・開催時期などの
詳細は申込者に個別に連絡します。
問い合わせ・申し込み先
塩谷南那須農業振興事務所経営普及部
　　　　　　  ☎   0287－43－2318 
　　　　　　 FAX 0287－43－4072
ＪＡなす南生活福祉課
　　　　　　  ☎   0287－96－6176 
　　　　　　 FAX 0287－96－5997
那珂川町農林振興課
　　　　　　  ☎   0287－92－1113
　　　　　　 FAX 0287－92－3081

対象企業　①製造業･鉱業･建設業・
運輸業等で従業員数20人以下の企業
②卸売業・小売業・サービス業で従
業員数５人以下の企業
※上記以外でも、従業員数50人以下
の企業で、一定の条件を満たしてい
る企業は対象となります。
対象設備　新品で栃木県内に設置さ
れるもの
その他　貸付金額や金利などの詳細
は、お問い合わせください。
問い合わせ　（財）栃木県産業振興セ
ンター　振興部　設備貸与課
　　　　　　　　☎028－670－2604

　就職を希望する障害者の方であれば、
どなたでも自由に参加いただけます。
　また、採用意向のある事業主の皆様
の積極的なご参加をお願いします。
　なお、派遣求人・請負求人でのお
申し込みは出来ません。
　詳細はお問い合わせください。
開催日時　10月６日（水）午後１時
30分～午後４時30分（受付は午後１
時～午後３時30分）
開催場所　ホテル東日本宇都宮（宇都
宮市上大曽492－1）☎028－643－5500
問い合わせ　ハローワーク宇都宮
専門援助部門　☎028－638－0369

障害者合同就職面接会の開催

小規模企業者等設備導入資金制度

　本年も多年にわたり社会に貢献さ
れた高齢者の長寿をお祝いする敬老
会を、馬頭地区は９月19日（片根地
区は12日）、小川地区は９月12日に
各行政区の開催方法等により行われ
ます。
　招待者は、75歳以上の方（昭和10
年12月31日以前に生まれた方）です。
　また、敬老祝い金が支給されます。
80歳の方 …………………… ５千円
85歳・90歳・95歳の方 …… １万円
問い合わせ
健康福祉課　　　☎0287－92－1119
小川庁舎総合窓口課☎0287－96－2111

　交換時期を迎えるお宅へ、水道
メータ交換のために町指定給水工事
店が、９月７日～ 17日の間に交換に
お伺いしますので、ご協力をお願い
します。
問い合わせ　上下水道課
　　　　　　☎0287－92－2002

　福祉まつりの会場で、特設行政相
談会を開催いたします。
　行政への苦情、意見・要望等につ
いて、行政相談委員が対応します。
日時　10月16日（土）午前10時～正午
会場　小川総合福祉センター
問い合わせ　総務課行政係
　　　　　　☎0287－92－1111

　「子ども手当」は、中学生までのお
子さんを養育する方が支給対象です。
　まだ、申請の手続きをされていな
い方は、９月30日までに手続きをお
願いします。期限を過ぎますと、申
請の翌月分（11月以降）からの支給
となり、４月分まで遡って支給され
ません。

平成22年度敬老会の開催について

水道メータの交換について

　また、公務員の方は、勤務先へ手
続きして下さい。
問い合わせ　健康福祉課社会福祉係
　　　　　　☎0287－92－1119

　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。
　那珂川町では、住民生活課の窓口
で申請と交付が受けられます。（小
川庁舎総合窓口課は申請のみ受付）
　なお、日曜日に交付を希望する場
合は、栃木県旅券センター（ＪＲ宇
都宮駅構内）での申請となります。
問い合わせ
栃木県旅券センター☎028－638－3811
住民生活課　　　☎0287－92－1112
小川庁舎総合窓口課☎0287－96－2111

所在地　那珂川町馬頭2558－87
区画数　１区画（９㎡）
使用料　670,000円（使用許可時）
管理料　2,500円（年間）
使用者の資格　町に住所を有する方
申込方法　住民生活課または小川庁
舎総合窓口課に備え付けの使用許可
申込書により申し込む。
受付期間　９月16日（木）～30日（木）
使用者の決定　応募多数の場合は抽
選により決定。抽選日は後日、申込
者に直接連絡します。
問い合わせ　住民生活課生活環境係
　　　　　　☎0287－92－1112

　商店や会社・宅配便等の取引用
（営業用）及び、病院・学校・保育所
等の証明用に使用するはかりは、計
量法で定められている定期検査を受
けなければなりません。
　当町では下記により検査を実施しま
すので、必ず検査を受けてください。
期日・会場・時間
①10月19日（火）　役場小川庁舎
　午前10時30分～午後３時

行政相談週間　10月18日～24日
「ききます、とどけます、　　　
　　　　　　あなたの声を行政に」

那珂川町公園墓地使用申し込み受付

10月１日から町の窓口でパスポート
の申請・交付が出来ます

パソコン講座受講者募集

はかりの定期検査について

「子ども手当」の申請は
お済みですか？

②10月20日(水)　山村開発センター
　午前10時30分～午後３時
③10月21日(木)　山村開発センター
　午前10時30分～午後３時
問い合わせ
商工観光課商工係☎0287－92－1116
栃木県計量検定所☎028－667－9425

昼の部（午後１時30分～４時30分）
・パソコン入門講座（10月13・15日）
・初級講座（10月19・21日）
夜の部（午後７時～９時）
・中級講座（10月19・21・26・28日）
・ブログ講座（11月2・4・9・11日）
会場　山村開発センター会議室
対象　町内在住または勤務している
18歳以上の方
定員　各講座とも15名
受講料　無料（ただし、テキスト代は実費）
申込方法　申込書を生涯学習課また
は馬頭公民館へ提出する。（FAX可）
問い合わせ　生涯学習課生涯学習係
　　　　　　 ☎   0287－96－2116
　　　　　　FAX 0287－96－4545

　脱税目的に灯油や重油を混和した
不正軽油に関する情報をお寄せくだ
さい。
「不正家軽油１１０番」
宇都宮県税事務所軽油引取税調査班
　　　　　　　　☎028－626－3178

　うつ病かも…自殺が心配…と思った
ら、下記の相談窓口へご相談ください。
電話・来所相談
栃木県精神保健福祉センター
　　　　　　　　☎028－673－8785
栃木県烏山保健福祉センター
　　　　　　　　☎0287－82－2231
那珂川町健康福祉課
　　　　　　　　☎0287－92－1119
電話相談
こころのダイヤル☎028－673－8341
栃木いのちの電話☎028－643－7830

10月は全国不正軽油撲滅月間です。

９月10日～ 16日は　　　　　
　　　　　「自殺予防週間」です

園芸作物ほ場見学会の開催

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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