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　放送大学はテレビやラジオの放送
を通じて学ぶ遠隔教育の大学です。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など、幅広い分野を学べます。
出願期間　２月28日
その他　資料は放送大学ホームペー
ジ（http://www.ouj.ac.jp）または下
記までご請求ください。
問い合わせ・資料請求先
放送大学栃木学習センター
　　　　　　　　☎028－632－0572

　栃木県では、今年４月からスター
トする栃木県重点戦略「新とちぎ元
気プラン」に掲げる取り組みに対す
る「満足度」や「重要度」などについ
て、県民の皆さまの率直なご意見を
伺うため、県民満足度調査を実施し
ます。
調査対象者　県内に在住か通勤通学
している方
調査期間　２月１日～ 28日
調査方法　①インターネットでの回
答方法は県ホームページをご覧くだ
さい。（http://pref.tochigi.lg.jp）
②調査票の郵送を希望する方は、下
記までお問い合わせください。な
お、調査票は、県民センター・県民
相談室にも備え付けてあります。
問い合わせ　栃木県　総合政策課
　　　　　　☎028－623－2206

　７月で地上アナログテレビ放送が終
了します。総務省栃木県テレビ受信者
支援センター（デジサポ栃木）では、
地デジに関する理解を深め、不安や疑
問などを解消するため以下のとおり説
明会・個別相談会を開催します。
　現在アナログ放送をご覧の方な
ど、地デジ化にお困りの方はぜひご
参加ください。
期日　1月28日（金）・29日（土）
会場　小川健康管理センター

開催時間
　午前の部　午前10時30分～正午
　午後の部　午後１時～３時
内容　午前・午後の部とも、最初の
約20分間は、地デジ化のメリットや
受信方法、受信環境などに関する説
明会を行い、その後、個別の相談を
承ります。
※申込や予約は不要です。直接会場
へお越しください。
問い合わせ　デジサポ栃木　相談会
グループ　☎028－635－1152

　総務省では、経済的な理由で地上
デジタル放送をまだ視聴できない低
所得世帯に対して、支援を行ってい
ます。対象となる世帯は、
①生活保護世帯などでＮＨＫ放送受
　信料が全額免除の世帯
②市町村民税が非課税の世帯
であり、地上デジタル放送対応の簡
易なチューナー（１台）の無償給付
などを行っています。
　支援の内容、申込み方法等は、対
象世帯によって異なります。詳しく
は、地デジチューナー支援実施セン
ターの各窓口へお問い合わせください。
問い合わせ
○生活保護世帯等で放送受信料全額
免除世帯の方　　　☎0570－033840
○市町村民税非課税世帯の方
　　　　　　　　　☎0570－023724

　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烏山校
訓練期間　２月16日～５月19日
　　　　　（土・日・祝日は休み）
訓練時間　午後１時30分～６時
テキスト代　5,880円
申込期限　１月20日（木）
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

地上デジタル放送視聴のための
低所得世帯への支援について

緊急人材育成支援事業
「無料パソコン教室」

　農作物に害を及ぼす病害虫の駆除
を目的とする町内一斉しば焼きを実
施します。
日時　１月30日（日）午前９時～正午
　　　※予備日２月６日（日）
　なお、予備日にも実施できない場
合は中止とする。火災の予防と作業
者の安全に十分注意して実施して下
さい。
問い合わせ　
馬頭地区病害虫防除対策協議会、小
川地区農作物病害虫防除協議会（Ｊ
Ａなす南　営農部内事務局）
　　　　　　　　☎0287－96－6170
農林振興課　　　☎0287－92－1113

　平成23年度上半期（４月～９月）
分の視聴覚研修室ギャラリー使用申
請を受け付けます。
申込期限　２月28日（月）
※期限後であっても申し込み状況に
より使用できる場合があります。
※ご希望の使用期間が重複する場合
は、調整させていただきます。
問い合わせ　馬頭広重美術館
　　　　　　☎0287－92－1199

　平成23・24年度における那珂川町
入札参加資格審査申請（建設工事、
測量・建設コンサルタント等、物
品・役務）の受付を次のとおり行い
ます。
受付期間　２月１日（火）～18日（金）
　　　　　（土・日・祝日を除く）
　午前９時～正午、午後１時～５時
提出書類　一般競争（指名競争）入
札参加資格審査申請書受付要領（町
ホームページからダウンロード）を
参照
職種　①建設工事、②測量・建設コ
ンサルタント等業務、③物品・役務
等

入札参加資格の有効期間　平成23年
４月１日から平成25年３月31日まで
問い合わせ・提出先
総務課管財係　☎0287－92－1111
那珂川町のホームページアドレス
http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp

日時　２月11日（祝・金）～12日（土）
総合体育館出発（小川体育館経由）
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

日時　３月12日（土）
総合体育館出発（小川体育館経由）
場所　福島県だいくらスキー場
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（小学生以下）1,000円
申込締切　３月４日（金）
問い合わせ・申込先
生涯学習課　☎0287－96－2116

　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
農家のほ場見学を開催します。
開催日時　２月８日（火）
午前９時～午後３時
集合場所　ＪＡなす南本店（白久）
　　　　（午前８時50分までに集合）
　　　　※バスで各ほ場を回ります
見学農家　いちご、春菊、にら、春
トマト、スナップエンドウの生産農
家
参加料　無料（昼食は主催者で準備）
申込期限　２月３日（木）

第３回  町民スキー教室・スキー大会
参加者募集

必ずチェック　最低賃金
　使用者も、労働者も。

園芸作物ほ場見学会開催のご案内

第２回　町民スキー教室
参加者募集

馬頭広重美術館視聴覚研修室
ギャラリー使用申請を受け付けます

平成23・24年度
那珂川町入札参加資格審査申請書

の受付について

平成23年度～平成27年度
那珂川町総合振興計画後期基本計画
（案）のパブリックコメント募集

町内一斉しば焼きの実施
申し込み・問い合わせ
ＪＡなす南営農部園芸課
　　　　　　　　☎0287－96－6170
那珂川町農林振興課
　　　　　　　　☎0287－92－1113

　栃木県の最低賃金は、平成22年10
月７日から１時間697円に改正され
ました。また、栃木県内の６つ特定
（産業別）最低賃金（１時間）は、平
成22年12月31日に以下のとおり改正
されました。
『塗料製造業（846円）』、『はん用・生
産用・業務用機械器具製造業（789
円）』、『電子部品・デバイス・電子
回路、電気・情報通信機械器具製造
業（789円）』、『自動車・同附属品製
造業（793円）』、『計量器・測定器・
分析機器・試験機・測量機械器具製
造業、医療用機械器具・医療用品製
造業、光学機械器具・レンズ製造
業、医療用計測器製造業、時計・同
部分品製造業（789円）』、『各種商品
小売業（755円）』
問い合わせ
栃木県労働局労働基準部賃金室
　　　　　　　　☎028－634－9109
宇都宮労働基準監督署
　　　　　　　　☎028－633－4251

受付期間　１月11日～２月10日
計画（案）の閲覧方法　町ホームペー
ジ、または企画財政課及び総合窓口課
意見を提出できる方　町内に在住・
通勤・通学している方、または町内
に事業所を有する方
意見等の提出方法　郵便、FAX、電
子メール、または書面で提出
※住所、氏名、電話番号を明記のこと
問い合わせ・提出先　
企画財政課企画調整係　
　　　　　　　 ☎  0287－92－1114
　　　　　　  FAX0287－92－1316
メールアドレス
kikaku@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

放送大学の４月生募集

県民満足度調査にご協力ください

地デジに関する相談会を開催します

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。
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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
ニュースＮ・ＴＯＷＮ
県政ピックアップ
クローズアップとちぎ

サイエンスCH ＴＨＥ ＭＡＫＩＮＧ
ニュースＮ・ＴＯＷＮ

ＮＨＫソフト

ニュースＮ・ＴＯＷＮ

文字放送

ニュースＮ・ＴＯＷＮ
文字放送


