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採用予定人員　40名程度 
試験日　8月27日（土） 
　　　　又は28日（日） 
 ※10月にも試験実施を予定。 

試験会場　栃木県庁研修館 
 　　　　（宇都宮市内） 
応募資格　昭和46年4月2日以降に生
まれた方で、看護師免許を有する方
（平成24年春の国家試験で看護師免
許取得見込の方を含む。） 
募集期間　6月15日（水） 
 　　　　～8月17日（水） 
病院見学会　7月29日（金）、8月10
日（水）に岡本台病院、がんセンタ
ー、とちぎリハビリテーションセン
ターの県立3病院合同見学会を実施
します。各病院単独見学会について
は随時受け付けます。　 
問い合わせ先　栃木県医事厚生課 
       　　　　 　☎028－623－3158

　家庭教育について自主的に学習や
相談活動を行い、地域に根ざした支
援・援助ができる人材を養成する講
座です。家庭教育に携わっている方
や、関心のある方など、お気軽に生
涯学習課までお問い合わせください。 
研修期間　9月～12月まで 
 　　　　【全8回】 
会場　栃木県総合教育センター 
申し込み締切　8月26日（金） 
主催　栃木県教育委員会  
申し込み・問い合わせ先 
生涯学習課　☎0287－96－2116 

家庭教育オピニオンリーダー 
指導者研修 

栃木県職員（看護師） 
採用試験のご案内 

受付期間　8月1日～9月9日 

平成23年度自衛官募集 

開講講座（10講座） 
①朗読入門　②楽しく科学しよう　
③剣道入門　④アラビア語入門　 
⑤レザークラフト（コースターを作
ろう）⑥製菓（アップルパイ）⑦行
書を学ぼう　⑧木口木版画に親しむ
⑨能にしたしむ　謡曲・仕舞入門　
⑩平泳ぎを綺麗に泳ごう！  
講師　さくら清修高等学校職員 
開講期間　8月24日（水） 
 　　　　～12月3日（土） 
※講座ごとの詳しい日程、募集定員、
費用等については、さくら清修高等
学校のホームページで確認又は直接
学校にお問い合わせください。 
場所　さくら清修高等学校 
募集期間　6月1日（水） 
 　　　　～7月20日（水） 
申込み・問い合わせ 
さくら清修高等学校 
☎028－682－4500 
FAX 028－682－0358

さくら清修・公開講座2 
～知らない自分に出会う～ 

　遊休農地発生防止・解消を目的と
して「なたね」「ヘアリーベッチ」
の種を無料で配付します。 
配付対象者　適正に管理できる町内
　　　　　　の農家 
配布時期　10月上旬（先着順） 
配付量　なたね　1kg／10a 
ヘアリーベッチ　4kg／10a 
（いずれも、50aまで） 
締め切り　9月30日 
申込方法　農林振興課　農政係 
 　　　　☎0287－92－1113 
※電話で申し込んでください。 

「なたね」「へアリーベッチ」 
の種を無料配付します 

期間　7月20日（水）～8月31日（水） 
※毎週月曜日と第３日曜日は休館 
会場　馬頭郷土資料館 
内容　身近にいる昆虫やなかなか見

ることのできない世界の昆虫
の標本を展示します。 

講演　7月31日（日）13:30～ 
問い合わせ　馬頭郷土資料館 
　　　　　　☎0287－92－1103

第12回企画展 
「世界の昆虫展」 

夏休み体験活動 
「なつ！風土記2011」 

　期間中、体験がたくさん！夏休み
はなす風土記で過ごそう！ 
●「たんけん！発見！大田原市の遺
跡」 
 古代なす学入門の受講生が、夏休
みの子ども向けに、大田原市の遺跡
をわかりやすく展示・紹介します。 
展示期間　7月23日（土） 
　　　　　～8月28日（日） 
開催場所　小川館 
要入館料 （中学生以下は無料） 
休館日　月曜日 
～イベント参加者募集中！～ 

●土器をつくろう！ 
 粘土をこねて縄文土器を作ります。  
日時　7月24日（日）9:00～12:00 
定員30名　参加費300円 
※焼成は8月21日（日）です。 
●かんたん！楽しい！ペーパーウェ
イトづくり 
　樹脂粘土で古墳から出土した鏡な
どのペーパーウェイトを作ります。 
日時　8月7日（日）9:30～12:00 
定員20名　参加費300円 
お問い合わせ　 
なす風土記の丘資料館小川館 
☎0287－96－3366 
FAX 0287－96－3340 
E-mail:info@nasufudoki.com

問い合わせ 
自衛隊大田原地域事務所 
☎0287－22－2940

なす風土記の丘資料館 
体験活動のご案内 

区分 試験日 応募資格 

自衛官 
候補生 

18歳以上 
27歳未満 

18歳以上 
27歳未満 

高卒～ 
21歳未満 

一般曹 
候補生 

航空学生 

男子 
女子 

9/17

9/23

随時 
9/25～26
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町民の皆さまも是非ご鑑賞ください。 
日にち　7月15日（金） 
開　会　10時20分～ 
場　所　烏山高校　体育館 
問い合わせ　烏山高校 
 　　　　　☎0287－83－2075 
※当日は上履き（スリッパ等）をご
持参ください。 

烏山高校　第2回合唱コンクール 

　現在被災地にはボランティアが足
りません。そこで、栃木県民200万
人の1%である2万人を目標に、被災
地のボランティア派遣を呼び掛けて
います。是非私どもの活動にご協力
をお願いします。 
問い合わせ 
とちぎボランティアネットワーク 
事務局　☎028－627－5590 
URL：http://311alltochigi.com

　那珂川町災害復旧等支援金につい
て、6月10日までの期限としており
ましたが、当分の間、受付を継続い
たします。 
問い合わせ　総務課 
　　　　　　☎0287－92－1111

災害復旧等支援金の 
申請期間の延長について 

　小学4年生から高校生を対象に開
催します。 
実施日　7/23・30・8/4・11・21・
　　　　8/27（6回） 
場所　那珂川町馬頭図書館 
定員　15名（先着順） 
受講料　無料 
応募期限　7月20日（水）まで 
問い合わせ　馬頭図書館 
　　　　　　☎0287－92－5015

子どもゆめ基金助成事業 
子ども司書講座 

　全国の障がい者の優れたアート作
品などを那珂川町内の各所に展示し、
町内外の様々な人たちに見てもらう
「第2回なかがわまちアートフォレ
スタ2011」が次のとおり開催されま
す。運営に必要なボランティアを募
集していますので、ご協力いただけ
る方はご連絡ください。 
展示期間　8月10日（水） 
　　　　　～8月28日（日） 
展示場所　馬頭広重美術館、いわむ
らかずお絵本の丘美術館、道の駅、
なす風土記の丘資料館、その他 
主催　もうひとつの美術館 
共催　那珂川町 
 　　那珂川町教育委員会 
実施団体　なかがわまちアート 
　　　　　フォレスタ実行委員会 
【募集するボランティアの内容】 
●準備（設営） 
8月9日又はそれ以前 
●展示中の監視人 
8月10日（水）～8月28日（日） 
●片付け（撤収） 
8月28日、29日又はそれ以降 
問い合わせ先　もうひとつの美術館 
☎0287－92－8088

第2回なかがわまち 
アートフォレスタ2011

栃木からボランティア2万人を 
被災地に！キャンペーン 

日時・場所 
①9月4日（日）午後2時～4時 
作新学院大学第2教育棟2101教室　
宇都宮市竹下町908 
②9月26日（月）午後2時～4時 
東市民活動センターホール 
宇都宮市中今泉3-5-1 
申込受付期間　 
7月1日（金）～7月29日（金）　 
対象者　現在この資格を有し、有効
期限が平成24年3月31日までの方 
問い合わせ　（財）栃木県建設総合
技術センター企画開発部　研修課 
〒321-0974　宇都宮市竹林町1030-2
☎028－626－3187

下水道排水設備工事責任技術者 
更新講習会のお知らせ 

★お知らせ★ 
都合により予告なく番組を変更す
ることがあります。EPGでの確認
を、お願いします。 

時　間 

朝まで 

番　　組　　名 
ニュースN・TOWN

文 字 放 送  

文 字 放 送  
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ニュースN・TOWN
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ニュースN・TOWN
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アグリネット 
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企 画 番 組  

栃木県からの番組 

栃木県からの番組 

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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