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　相談は秘密厳守となりますので、
安心してご相談ください。 
期間　9月5日（月） 
　　　～9月11日（日） 
時間　午前8時30分～午後7時 
（土・日は午前10時～午後5時） 
実施　宇都宮地方法務局 　　　　
　　　栃木県人権擁護委員連合会 
問い合わせ　☎0570－003－110

「高齢者・障害者の人権 
あんしん相談」強化週間 

　和みのグリーン苔玉づくりに挑戦
しませんか。 
日時　9月3日（土） 

午後1時30分から 
場所　馬頭広重美術館 
講師　天生目　優　先生 
参加費　1,000円（材料費込み） 
定員　10名（先着順） 
問い合わせ　馬頭広重美術館 
　　　　　　☎0287－92－1199

馬頭広重美術館ワークショップ 
苔玉づくり教室 

　一般の部の出演者を募集します。 
開催日　10月4日（火） 
開催場所　那珂川町総合体育館 
対象者　南那須地区内に在住、また

は南那須地区に所在する事
業所に勤務する者 

出場規定　①合唱（時間5分以内） 
②合奏（時間8分以内） 

※それぞれ曲目及び人数は自由 
申込期限　8月26日（金） 
申し込み・問い合わせ 
　那珂川町生涯学習課 
　☎0287－96－2116 
　FAX 0287－96－4545

南那須地区音楽祭 
出演団体募集 

●「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　8月28日（日）まで 
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 
●第19回企画展「那須と白河―接
圏の地　東山道、そして関―」 

　那須地域は陸奥国白河と接し、そ
の境には白河関が設置されました。
この地に関が置かれた状況や要因を
考えるとともに、那須と白河の歴史
を探っていきます。 
期間　9月17日（土） 
　　　～11月20日（日）まで 
開催場所　湯津上館 
要入館料　（中学生以下は無料） 
●オープニングイベント・講演「歌
枕としての那須と白河」 

日時　9月17日（土）13：30～16：00 
講師　和田　貞夫（当館館長） 
場所　小川館講堂 
定員　60名　　　参加費無料 
問い合わせ　なす風土記の丘資料館
小川館　☎0287－96－3366

夏休み体験活動 
「なつ！風土記2011」 

緊急雇用対策事業 
臨時職員を募集します 

～第2回予選会～ 
日時　8月28日（日） 
　1回目　10:30～　2回目　14:00～ 
場所　馬頭総合福祉センター集会室 
参加資格　中学生以上の町民 
条件　①アマチュアの方。 

②音源（ＣＤ、ＭＤ）を事前提
出、又はご持参出来る方。 

③自力でご来場できる方。 
＊会場までの送迎はございません。
応募締切　8月19日（金） 
＊出場は追ってご連絡いたします。 
＊所定の応募用紙にてお申込みくだ
さい。 

申し込み・問い合わせ　 
ケーブルテレビ放送センター 
☎0287－92－1121

うた那珂カラオケのど自慢 
出場者募集!!

日時　9月8日（木）13:30～16:00 
場所　小川総合福祉センター 
　　　あじさいホール 
対象　県民一般（入場無料） 
申込期限　9月2日（金）までに電話で

申し込む 
申し込み　南那須地区青少年育成連

絡協議会事務局 
　　　　　☎0287－82－2231

第34回少年の主張発表 
南那須地区大会のご案内 

　企業の雇用調整等により離職され
た非正規労働者等を対象に臨時職員
を募集します。 
●職種 1　林道等の環境美化作業補

助員 
募集予定　2名 
雇用期間　10月1日～平成24年3月31日

（6か月間のみ） 
募集期間　8月10日～31日 
申込書類等　町臨時職員雇用願（農

林振興課及び商工観光
課にあります）を農林
振興課に提出 

賃金　時給　900円 
勤務時間　月曜日～金曜日　 
　　　　　午前9時～午後5時 
雇用条件　要普通運転免許 

問い合わせ 
農林振興課（☎0287－92－1113） 
商工観光課（☎0287－92－1116） 

●職種 2　観光施設の維持管理及び
観光案内 

募集予定　1名 
雇用期間　10月1日～平成24年3月31

日（6か月間のみ） 
募集期間　8月10日～31日 
申込書類等　雇用願用紙（観光協会

にあります）を観光協
会へ提出 

賃金　時給　900円 
勤務時間　不定期（週40時間程度） 
雇用条件　要普通運転免許 
問い合わせ　那珂川町観光協会 
　　　　　　☎0287－92－5757
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　難病は、疾病の原因が不明で治療
方法が確立されていない病気です。 
難病に関する理解を深めるとともに、
相互理解のきっかけの場となること
を目的に開催されます。 
期日　9月17日（土）9時30分～16時 
場所　とちぎ福祉プラザ 
内容　相談コーナー、講演会、コン

サート等（相談は予約が必要
になります） 

問い合わせ　とちぎ難病相談支援センター 
☎028－623－6113

第8回なんびょうサポート 
とちぎのつどい開催について 

日時・場所　10月20日（木） 
　　　午後2時～午後4時 
　　　東市民活動センター（宇都宮市） 
申込書　8月18日（木）以降に那珂川

町役場上下水道課で配布し
ます。 

受付期間　9月1日～9月30日 
申し込み　（財）栃木県建設総合技術センター 
　　　　　企画開発部研修課 
　　　　　☎028－626－3187

平成23年度下水道排水設備工事責 
任技術者試験講習会のお知らせ 

　那須南病院の整形外科は、常勤医
師1名が診療にあたっておりますが、
外来患者数及び手術件数が多く診療
業務が厳しい状況です。このため、
外来診療を次のとおりといたします
のでご理解とご協力をお願いします。 
◇予定診療人数枠を設定させていた
だき、予定枠を超えた場合は以下
のいずれかの方法で対応します。 
①　後日の整形外科予約を取り、改
めて受診する。 

②　可能な場合は、当日は外科医師
が初期対応し、必要に応じて次
回整形外科予約を取る。 

③　近隣の整形外科医院を紹介しま
す。 

※なお、毎週火曜日は休診です。 
問い合わせ　那須南病院医事課 
　　　　　　☎0287－84－3490

那須南病院整形外科 
外来診療のお願い 

日時・場所　11月2日（水） 
　　　午後2時～午後4時 
　　　栃木県自治会館（宇都宮市） 
申込書　8月18日（木）以降に那珂川

町上下水道課で配布します。 
受付期間　9月1日～9月30日 
申し込み　（財）栃木県建設総合技術センター 
　　　　　企画開発部研修課 
　　　　　☎028－626－3187

平成23年度下水道排水設備工事 
責任技術者試験のお知らせ 

日時　9月10日（土） 
　　　午後1時30分～3時30分 
場所　那須塩原市いきいきふれあい

センター 
内容　学習会「高次脳機能障害を学

ぼう」講師：塩原温泉病院言
語療法科長　緒方啓一氏、交
流会 

対象　高次脳機能障害当事者、家族、
関心のある方 

定員　先着80名 
申し込み先　とちぎ高次脳機能障害
友の会　坂田 
☎・FAX　0289－65－0991 
Email　tkoji@bc9.jp

高次脳機能障害友の会（家族会） 
開催のお知らせ 

第34回小学生公園絵画展 
作品募集のお知らせ 

★お知らせ★ 
　8月12日から18日は、ニュースN・TOWNに
代わりニュースダイジェストが放送されます。 
　なお、番組は都合により予告なく変更す
る事があります。EPGでの確認を、お願いし
ます。 
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週刊とちぎ元気通信 
栃木のきらめき 

週刊とちぎ元気通信 
栃木のきらめき 

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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応募資格　栃木県内の小学生 
応募規程 
（1）題材　公園に行って遊んだり、
見たり、感じたりしたことや、
造ってほしい公園、未来の公
園などを想像して描いた絵な
ど公園に関するものを描いた

絵であれば題材は自由。 
（2）大きさ　四つ切の画用紙 
（3）彩色方法　自由 
（4）作品は未発表のものに限る 
応募期間　7月19日～9月5日 
応募方法　在籍している学校を通し

て提出。 
問い合わせ　栃木県公園事務所 

☎028－658－0128


