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免税証の交付を受けられる人
○農業を営み農業用機械に軽油を使
　用する人
○機械を使う作業全ての委託を受け
　て農作業を行い、農業用機械に軽
　油を使用する人
申請に必要なもの
○420円（新規・更新）
○印鑑
○免税軽油使用者証
○機械の詳細がわかるもの（新規・
　変更のみ）
○免税軽油の引き取り等に係る報告
　書及び添付書類（納品書）
○耕作面積の証明書（農業委員会で
　交付するもの）
※機械を使う作業全ての委託を受け
て農作業を行う場合には、次のもの
が必要になります。
○耕作（農作業受委託）証明書（農
　業委員会で交付するもの）
○農作業受委託に関する契約書の写し
受付日程及び場所
受付日　１月６日（木）～７日（金）
時間　午前９時～正午
　　　午後１時～４時
場所　小川総合福祉センター
　　　すこやか共生館多目的集会室
問い合わせ
那珂川町農林振興課
　　　　　　　　☎0287－92－1113
矢板県税事務所　☎0287－43－2173

　私たち朗読ボランティアは、町身
体障害者福祉会や町社会福祉協議会
のご支援のもと、広報「なかがわ」
をカセットテープに録音したものを
希望者にお届けしております。
　視覚に障害のお持ちの方、寝たき
りで広報紙を読むことができない方
などご希望の方はお問い合わせくだ
さい。
問い合わせ　朗読ボランティア代表
　（蓮實）　☎0287－96－3148

陸上自衛隊高等工科学校とは？
　高等学校の普通科と同等の教育を
受けながら、自衛官として必要な各
種教育や訓練を受けます。生徒課程
修了時『高等学校の卒業資格』を取
得できるコースです。
応募資格　中学校卒業または卒業見
込の方で、平成23年４月１日現在、
15歳以上17歳未満の男子
受付期限　平成23年１月７日（金）
第１次試験　平成23年１月22日（土）
会場：大田原勤労者総合福祉センター
問い合わせ　
自衛隊大田原地域事務所
　　　　　　　　☎0287－22－2940

　「脳脊髄液減少症」は、交通事故や
転倒・スポーツ外傷等、身体への強
い衝撃により、脊髄硬膜から脳脊髄
液が漏れ、頭痛や首の痛み・めま
い・吐き気・耳鳴りなどのさまざま
な症状が現われるのが特徴です。
　自律神経失調症やうつ病と症状が
似ているため、周囲の誤解を受けや
すく、まだまだ研究途上であり、診
療できる医療機関も少ない現状です
が、栃木県ホームページ等で情報が
得られます。
栃木県ホームページアドレス　
http://www.pref.tochigi.lg.jp/welfar
e/iryou/ippan/1191222336302.html

ご存知ですか？
脳脊髄液減少症について

広報「なかがわ」の録音テープ
希望者に提供します

高等工科学校《自衛隊生徒》募集

　平成23年の新春を迎えるにあた
り、那珂川町町内関係者が一堂に会
し、賀詞交歓を行うとともに、町及
び関係機関・団体等の発展を祈念す
ることを趣旨として、町、議会、商
工会、観光協会、農協、森林組合の
共催により、賀詞交歓会を開催しま
す。参加を希望される方は、12月22
日（水）までにお申し込みください。
日時　１月６日（木）午後４時～
場所　ＪＡなす南グリーンパル
会費　2,000円（会費は、申し込み時
に納入してください。納入された会
費はお返しできませんので、予めご
了承ください）
申込方法　下記の各窓口に置いてあ
る申込書に会費を添えて、次のいず
れかの窓口にお申し込みください。
申込窓口
①役場総務課、②役場小川庁舎総合
窓口課、③那珂川町商工会、④那珂川
町観光協会、⑤ＪＡなす南本店、⑥那
須南森林組合
問い合わせ　那珂川町役場総務課
　　　　　　☎0287－92－1111

　町では、成人を迎えられたみなさ
んの新しい門出をお祝いする「成人
式」を挙行いたします。人生で一度
しか経験できない成人式。ぜひ出席
いただきますよう、ご案内申し上げ
ます。
日時　１月９日（日）午前10時～
会場　小川総合福祉センター
　　　あじさいホール
＊新成人のみなさまへ
　対象者（平成２年４月２日～平成
３年４月１日までに生まれた方）に
は、案内状を送付しています。まだ
届いていない場合は、生涯学習課ま
でお問い合わせください。
　なお、式典は、午前10時から開始
しますので、午前９時40分までに受
付を済ませてください。
＊家族のみなさまへ

町外へ転出された新成人の方で、当
町の成人式に出席を希望される場合
は、生涯学習課までご連絡ください。
問い合わせ　生涯学習課
　　　　　　☎0287－96－2116

日時　１月15日（土）
総合体育館出発（途中、小川体育館
に寄ります）
場所　マウントジーンズスキー場
募集人員　40名
※定員になり次第締切り
※中学生以下は保護者の同伴が必要
参加費　大人 　　　　　　2,500円
　　　　小人（中学生以下）1,000円
申込締切　１月７日（金）
問い合わせ・申込先
生涯学習課　☎0287－96－2116

日時　２月11日（金・祝）～12日（土）
総合体育館出発（途中、小川体育館
に寄ります）
場所　新潟県苗場スキー場
募集人員　30名
※定員になり次第締切り
※中学生以下は保護者の同伴が必要
参加費　大人　　　　　　 23,000円
　　　　小人（小学生以下）17,000円
申込締切　１月28日（金）
問い合わせ・申込先
生涯学習課　☎0287－96－2116

　鹿児島県鹿屋市の限界集落である
柳谷地区（通称：やねだん）を立て
直した公民館長の豊重哲郎氏の講演
会が町民大学として開催されます。
豊重氏はＴＢＳ系「夢の扉」～ＮＥ
ＸＴ ＤＯＯＲ～など数々のテレビ
番組や各地の講演会などで地域再生
リーダー作りなどをテーマにした講
演が絶賛されています。
　町づくり地域づくりの｢情熱｣が実
感できる講演会です。皆さんお誘い
あわせのうえ是非ご参加ください。

第１回　町民スキー教室
参加者募集

第２回　町民スキー教室
参加者募集

町民大学「やる気を起こせば、必ず
奇跡が起きる」講演会の開催について

成人式のご案内

新春賀詞交歓会のご案内
日時　１月30日（日）午後１時30分～
場所　小川総合福祉センター
　　　あじさいホール
申込方法　所定の申込書（今月の広
報と一緒に配布）に必要事項を記載
の上、下記までお申込みください。
当日の整理券をお渡しいたします。
問い合わせ・申込先
生涯学習課　   ☎　0287－96－2116
　　　　　　 FAX 0287－96－4545
山村開発センター
　　　　　　   ☎　0287－92－2897
　　　　　　 FAX 0287－92－0525

募集住宅
町営谷田上の原住宅（１戸）
部屋番号　２－２
間取り　３ＤＫ
入居時家賃　9,600円～ 14,400円
※所得に応じて決定します。
募集期間　12月15日（水）～28日（火）
その他　申込方法、入居資格等の詳
細は、お問い合わせください。
問い合わせ　建設課管理係
　　　　　　☎0287－92－1118

　保護者のいない児童または保護者
が養育できない児童を自分の家庭に
迎え入れ、愛情を込めて養育してく
れる「養育里親」を募集しています。
　養育期間は、①児童が社会的自立
が可能となるまで、②保護者が児童
を引き取れるようになるまでなど児
童の状況に応じて異なります。
　養育里親となるためには、原則６
日間の研修の受講が必要です。
問い合わせ　栃木県県北児童相談所
　　　　　　☎0287－36－1058

町営住宅の入居者募集

社会的養護を担う
養育里親になりませんか？

平成23年中に使用する農業用免税軽油
の免税証交付申請を受け付けます

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。

ニュースＮ・ＴＯＷＮ

文字放送

ニュースＮ・ＴＯＷＮ
アグリネット
文字放送
アグリネット

ニュースＮ・ＴＯＷＮ
文字放送

県政ピックアップ
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農林水産省気象情報（金土日除）
運び屋寄席

サイエンスCH ＴＨＥ ＭＡＫＩＮＧ
ＵＨＯフュ―チャーレスキュー

企画番組
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　年末の営業は12月29日（水）まで、
新年は１月２日（日）から営業します。
年末年始の休業日
12月30日（木）～１月１日（土）
※なお、１月６日（木）は臨時休業日
　とさせていただきます。
問い合わせ
商工観光課　　☎0287－92－1116
ゆりがねの湯　☎0287－92－3023

那珂川町営温泉浴場ゆりがねの湯
年末年始の営業のお知らせ

まほろばの湯の再開について
12月23日（木・祝）よりまほろばの湯
の再開を予定しております。長期間に
わたりご迷惑をおかけいたしました。
皆さまのお越しをお待ちしております。
問い合わせ先
　まほろばの湯☎0287－96－6100
　商工観光課　☎0287－92－1116


