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日時　10月23日（土）午後１時～
場所　小川総合福祉センターあじさ
いホール　　
開催内容　①午後１時～：小中学生
の人権作品の表彰・発表・展示（ロ
ビー）
②午後２時～：映画「ふみ子の海」
の上映（厚労省推薦・文科省選定）
☆映画は無料。家族でご覧ください

　住宅の新築・増改築に関する展示
や住宅・宅地の分譲など情報提供を
行うほか、各種イベントを開催します。
期日　10月23日（土）～ 24日（日）
会場　マロニエプラザ（宇都宮市）
その他　参加無料・申し込み不要
問い合わせ　住宅フェア栃木実行委
員会　☎028－622－1111

　ＤＶやセクハラ、ストーカー行為
等様々な女性の人権問題をめぐる相
談をお受けします。女性の人権問題
に詳しい人権擁護委員が担当します
ので、どうぞご安心してご相談下さい。
期間　11月15日（月）～ 21日（日）
受付時間　午前８時30分～午後７時
（土・日は、午前10時～午後５時）
実施機関　宇都宮地方法務局　栃木
県人権擁護委員連合会
相談窓口　「女性の人権ホットライ
ン」全国共通番号（ナビダイヤル）
　　　　　　　　☎0570－070－810

日時　10月31日（日）
　　　午前10時～午後４時
会場　宇都宮大学里山科学センター
内容　狩猟の役割と狩猟免許試験の
案内（午前）、獣害のウソ・ホント、
対策の方法を知る（午後）、各種電気
柵やワナなどの野外展示（終日）
その他　参加費は無料、申し込み不要

「那珂川人権フェスタ2010」開催

全国一斉「女性の人権ホットライン」
電話相談開設

問い合わせ　栃木県自然環境課
　　　　　　☎028－623－3261

日時　11月20日（土）※雨天実施
　　　午前９時35分～午後２時20分
場所　南那須特別支援学校
内容　児童生徒による演技・合唱・
合奏、作品展示及び販売、PTAによ
るバザーのほか、「体験学習」の実施
問い合わせ　南那須特別支援学校
　　　　　　☎0287－88－7571

募集学科　保健学科、看護学科本科、
看護学科専科（昼・夜）、歯科衛生学
科、歯科技工学科、臨床検査学科
その他　募集期間、定員、試験日等
については学科により異なりますの
で、詳細についてはお問い合わせく
ださい。
問い合わせ　栃木県衛生福祉大学校
学生課　☎028－658－8521

　美味しい食とのめぐりあい「とち
ぎ食の回廊」をテーマに地域の農産
物・特産品の展示・販売・試食を行
います。
　地元食材を使った料理ショーや
「テツ＆トモ」のお笑いライブもあ
ります。
日時　10月23日（土）～ 24日（日）
　　　午前10時～午後４時
会場　栃木県庁及び周辺施設
駐車場　県庁駐車場のほか、宇都宮
市立東小学校及び昭和小学校
問い合わせ　とちぎ“食と農”ふれあ
いフェア実行委員会（事務局：県農
村振興課）  ☎028－623－2333

とちぎ“食と農”ふれあいフェア2010

10月は「とちぎ食育推進月間」です！

平成23年度栃木県立衛生福祉大学校
の学生募集（一般）

栃木県立南那須特別支援学校
交流学習発表会「こぶし祭」 対象児・定員

３年保育課程（満３歳児）
ひばり幼稚園　　　　　30名程度
小川幼稚園　　　　　　20名程度
２年保育課程（満４歳児）　若干名
募集期間　10月20日（水）～ 11月19
日（金）
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
ひばり幼稚園　　☎0287－92－2301
小川幼稚園　　　☎0287－96－2130
教育委員会学校教育課（小川庁舎）
　　　　　　　　☎0287－96－2114

演奏会日時　12月12日（日）
午後１時開場・午後１時30分開演
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　11月19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
☎0287－92－2473（吉成）　
☎0287－96－2116（生涯学習課）

平成23年度町立幼稚園園児募集

参加要件
①那珂川町の町民であること
②研修計画に従い規則のある団体行
　動のとれる生徒
③外国の生活、文化、スポーツなど
　に関心があり、積極的に学習でき
　る生徒
④平成22年度の中学校２年生、また
　は高等学校の１年生と２年生
定員　12名
募集締切　10月22日（金）
その他　申込は各高中学校に提出す
る。選考は那珂川町教育委員会で行
い、選考結果は11月末までに通知す
る。
問い合わせ　生涯学習課
　　　　　　☎0287－96－2116

　平成24年春に東京スカイツリー内
に栃木県のアンテナショップがオー
プンする予定です。
　そこで、「とちぎ」の魅力を丸ごと
伝え、「とちぎ」を感じてもらえるよ
うな商品を募集します。
取扱商品　①那珂川町で生産された
菓子類・調味料・麺類・地酒等の加
工商品、②農林水産物や工芸品
申込期限　10月15日（金）※厳守
その他　応募いただいたすべての商
品が出品できるとは限りませんの
で、ご了承のうえお申し込みくださ
い。
問い合わせ・申し込み先
商工観光課　☎0287－92－1116

　ライフスタイルの変化に伴いさま
ざまな生活習慣病が増えています。
今回は高血圧予防について日常生活
でリスクを減らし予防できるよう健
康づくりを一緒に考えましょう。
対象　血圧が高いと言われたり、メ
タボリックシンドロームに関心があ
る方など

栃木県アンテナショップへの
商品候補募集

平成22年度 青少年海外体験学習
派遣事業参加者募集

10月は「土地月間」です

健康増進重点プロジェクト事業
高血圧予防教室参加者募集

「那珂川町第九を歌う会」
演奏会の整理券を発行します

日時・会場
11月12日（金）馬頭健康管理センター
12月13日（月）小川健康管理センター 
いずれも午前９時30分～午後２時
内容　栄養に関する講話・調理実習
申込締切　10月25日（月）
問い合わせ・申し込み先　那珂川町
食生活改善推進員連絡協議会（馬頭
健康管理センター内）
☎0287－92－1188

　国土利用計画法では、一定面積以
上の土地売買などの取引を行った場
合、契約後２週間以内に町長に届け
出ることが義務付けられています。
　届出の必要な土地の面積は、以下
のとおりです。
（1）都市計画区域　5,000㎡以上
（2）都市計画区域外　10,000㎡以上
　土地の有効利用の実現のため、皆
様のご協力をお願いします。
問い合わせ　企画財政課企画調整係
　　　　　　☎0287－92－1114

　個別所得補償モデル対策加入者
が、（米所得補償モデル事業、水田利
活用自給力向上事業）交付金を受け
取るためには、①個別所得補償モデ
ル対策交付金交付申請書【必ず提
出】、②水田利活用自給力向上事業交
付要件報告書【戦略作物（麦・大豆・
そば等）やその他作物（野菜等）を
販売した場合】の提出が必要です。
　関東農政局栃木農政事務所から次
の２つの書類の入った封筒が10月中
旬ごろ送付されます。
　提出先及び提出期限については、
封筒に同封された説明書をご覧くだ
さい。
　なお、不明な点についてはお問い
合わせください。
問い合わせ
栃木農政事務所地域第二課

☎0287－23－5611
那珂川町水田農業推進協議会

☎0287－92－8180

　町内保育園の入園児募集につい
ては、受付期間が11月10日から
30日を予定、詳細は来月の広報
なかがわでお知らせします。

個別所得補償モデル対策交付申請
について（重要なお知らせ）

とちぎ住宅フェア2010

「なるほどthe獣害」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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　楽しく健全な食生活を実践し、食
に対する感謝の気持ちを深めて食育
を推進しましよう。
問い合わせ　馬頭健康管理センター
　　　　　　☎0287－92－1188


