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　警察では、犯罪被害者やそのご家
族の方等からの相談に応じるため、
相談窓口を設けています。
那珂川警察署　　☎0287－92－0110
栃木県警察本部
・あなたの相談室☎028－627－9110
　　　　　　　　　（または＃9110）
・性犯罪被害者相談☎0120－710－873

　この制度は、通り魔犯罪等の不慮
の犯罪被害により、亡くなられた方
のご遺族、身体に障害が残った方、
重大な負傷または疾病を受けられた
方に対して、国が犯罪被害者等給付
金を支給するものです。申請手続き
などの詳細は、お問い合わせください。
問い合わせ　那珂川警察署
　　　　　　☎0287－92－0110

　オウム真理教による指定された犯
罪行為により亡くなられた方のご遺
族、障害が残った方、傷病を負った
方に給付金が支給されます。申請期
限が12月17日までとなっていますの
で、申請される方については、お早
めに申請の手続きをしてください。
問い合わせ　那珂川警察署
　　　　　　☎0287－92－0110

　ＮＰＯ法人・地域生活相互支援・
大山田ノンフェール・くらねぇは、
今年５月から旧大山田小学校の校舎
を利用して、ガラス工芸や手織り工
房、ヨーガ教室などのいろいろな人
たちの集まる居場所づくりをしてい
ます。
　この度、活動の紹介と一緒に活動
できる人との出会いを期待して「く
らねぇマーケット」を開催しますの
で、ぜひ、遊びに来てください。
期日　12月５日（日）午前10時～

犯罪被害相談窓口のご案内

オウム真理教犯罪被害者等給付金
について

会場　旧大山田小学校
内容　ダンスやライブ演奏、カルメ焼
き実演、パソコン講習会、バザーなど
問い合わせ
人と自然を考える交流館ロサ・ムンディ
　　　　　　　 ☎0287－93－0660
大山田ノンフェール・くらねぇ事務局
　　　　　　　 ☎090－3344－7813

　11月は栃木県の「多重債務者相談
強化キャンペーン」期間です。栃木
県では、各市町、弁護士会、司法書
士会、商工会議所等の関係機関と連
携して、借金問題解決のための無料
相談会を開催しますので、お悩みが
ありましたら、まずは、ご相談くだ
さい。（中小・零細事業者の方も相
談できます）
無料相談会（要電話予約）
11月17日（水）午後１時～
宇都宮市消費生活センター
（☎028－616－1547）
11月29日（月）午後１時～
大田原市役所湯津上支所
（生活環境課☎0287－23－8706）
常設相談窓口
消費者向け相談窓口
（町商工観光課）　☎0287－92－1116
事業者向け相談窓口
（町商工会）　　　☎0287－92－2249
（町商工会小川支所）☎0287－96－3172
問い合わせ
（消費者向け）栃木県消費生活センター
　　　　　　　　☎028－623－2135
（事業者向け）栃木県経営支援課
　　　　　　　　☎028－623－3208

日時　11月28日（日）～ 29日（月）
　　　午前９時～午後４時
　　　※29日（月）は午後１時まで
会場　馬頭中学校多目的集会室
展示内容　絵画、書道、手芸、焼き
物、写真、文集、行事紹介展示ほか
その他　展示販売も実施します
問い合わせ　馬頭小学校（小林）
　　　　　　☎0287－92－2025

南那須地区特別支援学級
児童生徒作品展覧会

借金問題で悩んでいませんか？
無料相談会を開催

　８月１日から父子家庭も対象とな
りました。11月30日までに申請すれ
ば、遡って８月分から支給されま
す。（11月30日を過ぎますと、申請の
翌月分からの支給となります）　
手当の額　前年の所得に応じて、月
額9,850円～ 41,720円（児童が２人以
上の場合は加算額あり）
その他　所得制限などがありますの
で、詳細はお問い合わせください。
問い合わせ　健康福祉課
　　　　　　☎0287－92－1119

　平成23年度に、稲作等の生産調整
計画（転作）により新規で農地を借
りて作付けを計画されている方は
「農用地利用集積計画書」の提出が
必要です。
　申請用紙は、農業委員会に取りに
来ていただくか、連絡いただければ
郵送します。
申請期限　12月７日（火）
問い合わせ・申請先　
那珂川町農業委員会（馬頭庁舎）
　　　　　　　　☎0287－92－1185

　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　12月７日（火）
　　　　　午前９時～午後３時
集合場所　ＪＡなす南本店
　　　　　午前８時50分集合
見学農家　いちご・春菊・にら・洋
野菜・スナップエンドウの生産農家
参加費　無料（昼食あり）
申込締切　11月29日（月）
問い合わせ・申し込み先
ＪＡなす南営農部園芸課
　　　　　　　　☎0287－96－6170
塩谷南那須農業振興事務所園芸課
　　　　　　　　☎0287－43－2318
那珂川町農林振興課
　　　　　　　　☎0287－92－1113

募集定員　
高等学校奨学生……………５名程度
短大（専門学校）奨学生……２名程度
大学奨学生…………………２名程度
※ただし、応募状況により変更あり
貸与金額　高等学生…月額13,000円
短大（専門学校）生……月額30,000円
大学生…………………月額30,000円
奨学金の返還　20年以内に貸与され
た奨学金を返還する（奨学金は無利息）
申込期限　12月15日（水）
申し込み・問い合わせ先
学校教育課　☎0287－96－2114

募集定員　高等学校奨学生……７名
　　　　　大学奨学生…………３名
支給金額　高等学生…月額10,000円
　　　　　大学生……月額25,000円
※奨学金の返還は不要です
申込期限　12月20日（月）
申し込み・問い合わせ先
（財）菊池育英会　☎0287－96－2114

　町文化協会短歌部では、町の名で
もある「那珂川」について専門家の
話を聞き、那珂川を題材にした短歌
を詠む歌会を行います。特に、近年
よく見られる鮭の遡上については水

平成23年度那珂川町奨学生募集

平成23年度菊池育英会奨学生募集

那珂川の鮭を観察し、
短歌を作ってみませんか？

農地の貸借の申請について
※新規で貸借する方へ

園芸作物ほ場見学会のご案内

児童扶養手当の
申請はお済ですか？

産試験場の方のお話を聞きます。
　那珂川の魚や短歌に関心のある方
は、どうぞお出かけください。
開催日・場所等
①11月20日（土）午前10時
　小川総合福祉センター
　講話・観察会（県水産試験場職員）
②12月19日（日）午後１時30分
　小川総合福祉センター
　歌会（ＮＨＫ学園講師佐藤孝子氏）
③１月29日（土）午後１時30分
　小川総合福祉センター
　講和（短歌「木立」主宰佐藤和夫氏）
参加申し込み・問い合わせ先
短歌部（上杉）　☎0287－96－2633

　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　電算入力補助員
募集予定　１名
雇用期間　平成23年１月17日～３月
31日（更新することもあります）
募集期間　11月10日～ 30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、提
出願います。
賃　　金　日給5,600円
勤務時間　月曜日～金曜日（祝日除く）
　　　　　午前９時～午後５時
雇用条件　パソコン操作のできる方
問い合わせ　商工観光課
　　　　　　☎0287－92－1116

　町に眠っている資源、または新た
に見出される資源、皆さんの暖めて
いるアイデアを実現するための事例
研究や支援体制をご紹介するための
講演会を開催しますので、ぜひご参
加ください。
日時　12月２日（木）午後２時
会場　山村開発センター大会議室
講師　栃木県産業振興センター
　　　理事長　黒崎日出雄氏
問い合わせ　商工観光課
　　　　　　☎0287－92－1116

緊急雇用対策事業
臨時職員を募集します

地域資源活用による「特産品創出」
と「町おこし」に関する講演会

犯罪被害給付制度のご案内

「くらねぇマーケット」のご案内

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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　まほろばの湯「湯親館」は、源
泉ポンプ故障のため、しばらくの
間休館とさせて頂きます。
　お客様には、大変ご迷惑をお掛
けいたしますが、ご理解とご協力
をお願いいたします。　
問い合わせ
まほろばの湯☎0287－96－6100
商工観光課　☎0287－92－1116

まほろばの湯の休業について


