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　あなたも第九を歌ってみません
か？初心者大歓迎！

参加資格　一般町民（中学生以上）
※中高生の場合は、保護者の同意と
練習会場への送迎をお願いします。
練習日　４月から週１回（午後７時
30分～９時）の予定です。
※詳細は発会式時にお知らせしま
す。
練習会場　小川総合福祉センターあ
じさいホール、小川公民館、馬頭総
合福祉センター、馬頭山村開発セン
ター　※日によって変わります。
発表会　12月11日（日）予定
発表会会場　小川総合福祉センター
あじさいホール
曲名　交響曲第九番第四楽章
指揮　藍原寛治氏（元宇都宮高教諭）
オーケストラ　宇都宮高校オーケス
トラ部（予定）
ソリスト　県内音楽教員等
会費　大人　　　　5,000円
　　　高校生以下　1,500円
　　　（楽譜・傷害保険料など）
申込方法　参加希望者は、生涯学習
課まで住所・氏名・電話番号を連絡
の上、発会式にご参加ください。
申込締切　３月31日（木）
※第４期の会員も改めてお申し込み
ください。（電話等も可）
発会式　４月下旬に予定、会場は小
川総合福祉センターあじさいホール
その他　発会式の日程については、
申込者に改めて通知します。
問い合わせ　生涯学習課
　　　　　　  ☎  0287－96－2116
　　　　　　FAX0287－96－4545

受験資格　①昭和57年４月２日から
平成２年４月１日までに生まれた
者、②平成２年４月２日以降に生ま
れた者で大卒（見込）または同等の
資格を有する者
受付期間　４月１日～ 14日
採用予定者数　労働基準監督官Ａ
（法文系）約100名、労働基準監督官
Ｂ（理工系）約20名
第１次試験日　６月12日（日）
第２次試験日　７月20日（水）または
21日（木）の指定された日
問い合わせ　栃木労働局監督課
　　　　　　☎028－634－9115

　母子家庭の母及び寡婦の自立促進
を図り、就業援助のためにホームヘ
ルパーの養成研修を開催します。
受講会場　とちぎ男女共同参画セン
ター（宇都宮市野沢町4－1）
受講期間　５月８日から12月18日の
土曜または日曜日
受講時間　午前９時～午後５時
対象者　母子家庭の母及び寡婦
定員　30名
受講料　無料（但し、教材費8,000円
程度のほか、実習時の健康診断書料
は実費負担）
申込締切　４月８日（金）
申し込み・問い合わせ
栃木県母子寡婦福祉連合会
　　　　　　　　☎028－622－4524

日時　４月５日（火）
　　　午前10時～午後３時
場所　宇都宮市役所内　会議室
相談項目　不動産（土地・建物）の
価格、地代、家賃、借地権の価格等
問い合わせ
栃木県不動産鑑定士協会
　　　　　　　　☎028－639－0556

労働基準監督官採用試験の案内

　毎年４月と６月に町内各地で実施
している「犬の登録及び狂犬病予防
注射」は、今年は５月と６月に実施
いたします。日程の詳細は来月号で
ご案内いたしますのでよろしくお願
いいたします。
問い合わせ　住民生活課生活環境係
　　　　　　☎0287－92－1112

場所　那珂川町小川（舟戸）
　　　まほろばの湯湯親館西側
募集区画　30区画（１区画30㎡）
入園料　１区画　年5,000円
入園期間　４月１日から１年間
　　　　　（更新可）
無料で利用できる施設等
堆肥、管理機、農具、灌水用水道
入園資格
・農業への理解を深めたい方
・区画の整理ができる方
申込方法　町窓口に備え付けの入園
申込書を提出（郵送可）
申し込み・問い合わせ
農林振興課　　　☎0287－92－1113
小川庁舎総合窓口課
　　　　　　　　☎0287－96－2111

　スポーツでの思わぬ事故に備え、
保険に加入しましょう。
　５人以上の団体なら加入できま
す。
保険期間　４月１日～来年３月31日
受付期間　３月１日～来年３月30日
保険料（団体加入での１人当りの年
額）　①一般成人団体（1,600円）、②
スポーツ少年団員及びスポーツを伴
わない保護者（600円）、③スポーツ
少年団指導者及びスポーツを伴う保
護者（1,100円）、④老人クラブ（65歳
以上の団体）など（800円）
申し込み・問い合わせ
生涯学習課　☎0287－96－2116

　優良運転をされてきた皆さまから
の表彰申請を受け付けます。
申請締切　３月31日（木）
表彰の資格　過去に交通安全功労者
または優良運転者として「緑十字銅
章」以上の表彰を受けていない方
表彰の種類及び対象者　次の期間に
運転免許証を取得されている方が対
象となります。（免許証の取得年月
日により確認して下さい）
40年表彰　昭和46年３月31日以前
30年表彰　昭和55年４月１日
　　　　　　～昭和56年３月31日
20年表彰　平成２年４月１日
　　　　　　～平成３年３月31日
15年表彰　平成７年４月１日
　　　　　　～平成８年３月31日
10年表彰　平成12年４月１日
　　　　　　～平成13年３月31日
５年表彰　平成17年４月１日
　　　　　　～平成18年３月31日
申請方法　表彰申請を希望する方
は、免許証と印鑑及び申請料630円
を持参し、那珂川警察署へ申請す
る。
問い合わせ
那珂川警察署交通課・那珂川交通安
全協会　☎0287－92－0110（代）

優良運転者の表彰について

緊急人材育成支援事業
「無料パソコン教室」

平成24年の歌会始のお題
及び詠進について

不動産取引に関する
無料相談所の開設

スポーツ安全保険の加入案内

犬の登録及び
狂犬病予防注射について

手作り野菜でリフレッシュ！
「まほろば農園」入居者募集

　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大金
校
訓練期間　４月５日～ 10月４日
　　　　　（土・日は休み）
訓練時間　午前８時～ 12時30分
テキスト代　10,183円
申込期限　３月30日（水）
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）あり。
申し込み先　ハローワーク那須烏山
　　　　　　☎0287－82－2213
問い合わせ　よくわかるパソコン教
室大金校　☎0287－82－8170

　宮内庁では、宮中歌会始の詠進歌
を公募します。お題は「岸」ですが、
「海岸」「川岸」のような熟語を使用
しても差し支えありません。
詠進期間　９月30日（消印有効）
その他　詠進方法や注意事項など
は、宮内庁ホームページを参照。
宮内庁ホームページアドレス
http://www.kunaicho.go.jp/
問い合わせ　疑問な点がある場合に
は、直接、宮内庁式部職あてに、郵
便番号・住所・氏名を書き、返信用
切手を貼った封筒を添えて、９月20
日までに問い合わせて下さい。
　あて先は「〒100-8111　宮内庁式
部職」です。

日時　４月22日（金）
　　　午前10時～正午
　　　午後１時～３時
場所　栃木県不動産会館県北支部
　　　（黒磯文化会館前）
問い合わせ　
栃木県宅建協会県北支部
　　　　　　　　☎0287－62－6677

那珂川町第九を歌う会
会員募集（第５期）

訪問介護員（ホームヘルパー）
養成研修２級課程

不動産鑑定評価に関する
無料相談会の開催

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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農林水産省気象情報（金土日除）
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　町では、窓口を利用される方
の利便性を図るため、４月から
９月までの間、試行的に下記の
とおり窓口を開設いたします。
開設日　毎月２日（第１・第３
日曜日の午前９時～午後４時ま
で）
開設場所　那珂川町役場本庁の
み
取扱業務　印鑑証明書と住民票
の交付のみ
問い合わせ　住民生活課戸籍住
民係　☎0287－92－1112

４月から休日窓口を開設


