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対象者　３月卒業見込の高校生また
は離職者等
訓練科目　電気設備科、観光サービ
ス科、機械加工科、ＮＣ機械科
※各科の定員及び訓練期間はお問い
合わせください。
募集期限　２月25日（金）
入校選考　３月11日（金）に適性試
験、面接、作文(志願理由書)を実施
応募方法　住所地のハローワークま
たは当校窓口
その他　授業料は無料です。ただ
し、教材等購入費は自己負担となり
ます。
問い合わせ　県北産業技術専門校
　　　　　　☎0287－64－4000

対象者　戦後強制抑留者で平成22年
６月16日に日本国籍を有するご存命
の方
請求期限　平成24年３月31日まで
その他　該当者には、当基金から請
求書類を送付しますが、お手元に届
いていない方は、ご連絡ください。
問い合わせ　独立行政法人平和祈念
事業特別基金事業部特別給付金担当
☎0570－059－204（ナビダイヤル）
☎03－5860－2748（IP電話、PHS）
受付時間（平日のみ）
午前９時～午後６時　
※土曜、日曜、祝日は除く

受付期間　通年申込受付
その他　受講コース、申込方法、受
講期間等の詳細は案内書（無料）を
請求の上、ご確認ください。
問い合わせ・申し込み先
ＮＨＫ学園　  ☎  042－572－3151
　　　　　　FAX042－574－1006
　　　　http://www.n-gaku.jp/life
案内書請求フリーダイヤル
　　　　　　☎0120－06－8881

採用人員（予定）
看護師・准看護師……………６名
診療放射線技師………………１名
応募資格　平成23年３月にそれぞれ
の資格・免許を取得見込みの方、ま
たは既に取得済みの方
申込期限　２月28日（月）
その他　申込方法、勤務内容等の詳
細はお問い合わせください。
問い合わせ　那須南病院総務課
　　　　　　☎0287－84－3911

　将来、那須南病院に勤務すること
を条件に、修学に必要な資金を貸与
します。免許取得後、貸与を受けた
期間と同一期間を那須南病院で看護
業務に従事すると、修学資金の返還
が免除されます。
対象者　看護師（准看護師）養成施
設に在学する者
貸与額　看護学生（月額７万円）、准
看護学生（月額３万５千円）
貸与期間　貸与決定を受けた年度の
４月から１年間（年度ごとに更新）
その他　申請は随時受付、申込方法
等の詳細はお問い合わせください。
問い合わせ　那須南病院総務課
　　　　　　☎0287－84－3911

　地域の医療機関が不足している
中、私たち住民が「健やかに生きる」
ため、また、賢く医療機関を利用す
るためにはどうすべきかを考えま
す。
日時　２月27日（日）
　　　午後１時30分～３時
場所　馬頭総合福祉センター
演題　「上手な医者のかかり方」
講師　那須南病院長　関口忠司先生
問い合わせ　南那須地域医療を守る
会事務局（奥村）  ☎0287－92－0957

那須南病院職員募集
（看護師・准看護師・診療放射線技師）

平成23年４月１日採用

看護師等修学資金制度のご案内

地域で支えよう地域医療講演会

日時　２月27日（日）午後１時
場所　小川総合福祉センター
　　　あじさいホール
内容　青少年育成功労・善行表彰
式、講演『「100人村」が問いかける
もの（講師：池田香代子先生）』
定員　350名（先着順）
その他　入場には整理券が必要です
ので、事前にお申し込みください。
また、講演中の預り保育（未就学児）
を実施しますので、併せてお申し込
みください。
問い合わせ・申し込み先
生涯学習課　　　☎0287－96－2116
馬頭公民館　　　☎0287－92－2897

期日　３月12日（土）・13日（日）
会場　パルティとちぎ男女共同参画
センター（宇都宮市野沢町4－1）
内容　ひとり親家庭の子育てと仕事
をテーマとした講演会、親子で楽し
めるバルーンパフォーマンス、お菓
子教室、プロによる写真撮影会等、
多彩な企画を準備しています。
問い合わせ　栃木県こども政策課
　　　　　　☎028－623－3067

対象者　栃木県内に在住の母子家庭
の母、父子家庭の父、寡婦の方
内容
①キャリアカウンセリング
②就業訓練プログラム（WEB、CAD、
オフィスソフトなどのPC訓練）
③就業体験、在宅などでの就業紹介
費用　無料（参加者には一定額の訓
練手当が支給されます）
募集期間　３月31日（木）まで
募集人員　140名
問い合わせ・申し込み先
㈱ＴＢＣスキヤツト・キャリアサ
ポート事業部
　　　　　　　　☎028－651－5633

　町内の児童・生徒からの応募作品
のうち、入賞作品を展示します。
　ぜひ、ご覧ください。
期間　２月８日（火）～ 20日（日）
　　　※月曜日休館
時間　午前９時30分～午後５時
場所　馬頭広重美術館
　　　視聴覚研修室ギャラリー
問い合わせ　馬頭広重美術館
　　　　　　☎0287－92－1199

日時　３月12日（土）※小雨決行
　　　午前10時～午後２時
　　　（荒天の場合は翌日に順延）
場所　なかがわ水遊園内つり池
定員（先着順）及び参加費
①えさ釣り（子ども）の部……40名
　《小学生～中学生》　１人 2,500円
②えさ釣り（一般）の部………50名
　《高校生以上》　　　１人 3,500円
③ルアー釣りの部 ……………50名
　《小学４年生以上》　１人 3,500円
申込方法　電話もしくは窓口受付
申込期限　３月９日（水）
その他　参加者は水遊園発行のライ
センスカードが別途必要
問い合わせ・申し込み先
なかがわ水遊園体験交流課
　　　　　　　　☎0287－98－3055

　矢板県税事務所では、県税の滞納
により差し押さえた電話加入（利
用）権の公売を行います。
公売日時　３月３日（木）
　　　　　午後１時30分
　　　　※午後１時20分までに集合
場所　栃木県塩谷庁舎101会議室
持参物　印鑑、買受代金、本人確認
できるもの（運転免許証等）
※代理人の場合は委任状
問い合わせ　矢板県税事務所収税課
　　　　　　☎0287－43－2171

なかがわ水遊園
春季釣り大会のご案内

予備自衛官補（一般・技能）募集

青年国際交流事業に
参加しませんか？

第41回
「伸びゆく子どもたちの作品展」

南那須地区

電話加入（利用）権の公売について

第６回那珂川町児童生徒
版画コンクール入賞作品展示

ひとり親家庭のための
「子育て応援フェスタ」

ひとり親家庭等の
在宅就業支援事業の参加者募集

那珂川町青少年健全育成町民大会

　普段は学生・社会人であっても、
自衛官として社会に貢献できる制度
です。なお、教育訓練招集手当日額
7,900円です。是非、ご応募下さい。
応募資格（平成23年７月１日現在）
《一般》…18歳以上34歳未満
《技能》…18歳以上53 ～ 55歳未満
　　　　（保有資格により異なる）
受付期限　４月６日（水）
試験日　４月15日～ 18日の１日
試験会場　
〔一般〕宇都宮市内
〔技能〕自衛隊朝霞駐屯地（埼玉県）
その他　応募方法などの詳細は、お
問い合わせください。
問い合わせ・申し込み先　自衛隊大
田原地域事務所　☎0287－22－2940

　内閣府では、平成23年度に実施す
る国際交流事業（「国際青年育成交
流」「日本・中国青年親善交流」「日
本・韓国青年親善交流」「青年社会
活動コアリーダー育成プログラム」
「世界青年の船」「東南アジア青年の
船」）の参加者を募集しています。
問い合わせ　内閣府子ども若者・子
育て施策総合推進室国際企画担当　
　　　　　　　　☎03－3581－1181
栃木県青少年男女共同参画課青少年
育成担当　　　　☎028－623－3076

　南那須特別支援学校の紹介と同校
児童・生徒による作品を展示しま
す。
日時　２月18日（金）～ 23日（水）
　　　※午前９時～午後10時
　　　　（最終日は午後４時まで）
会場　イオンスーパーセンターさく
ら店
問い合わせ　南那須特別支援学校
　　　　　　  ☎  0287－88－7571
　　　　　　FAX0287－88－9867

栃木県立県北産業技術専門校
訓練生募集（４月入校生）

シベリア戦後強制抑留者への
特別給付金について

ＮＨＫ学園　受講生募集！

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
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