那珂川町ケーブルテレビ
番組タイムスケジュール
時 間
番
組
名
5:30
ニュースN・TOWN
6:00
文 字 放 送
6:30
7:00
ニュースN・TOWN
7:30
文 字 放 送
8:00
アグリネット
8:30
9:00
ニュースN・TOWN
9:30
文 字 放 送
10:00
週刊とちぎ元気通信
栃木のきらめき
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
朝まで

ニュースN・TOWN
文 字 放 送
ニュースN・TOWN
文 字 放 送

ニュースN・TOWN
文 字 放 送

運 び 屋 寄 席
サイエンスCH THE MAKING
燃えよ虫拳
※企画番組2
※企画番組1
ニュースN・TOWN
週刊とちぎ元気通信
栃木のきらめき
サイエンスCH THE MAKING
ニュースN・TOWN
文 字 放 送
ニュースN・TOWN
文 字 放 送
ニュースN・TOWN
文 字 放 送

★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。
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ケーブルテレビ企画番組内容
※企画番組1
9/5〜9/11

第3回ただいま！イ
アンです。

9/12〜9/18

わんぱく広場

9/19〜9/25

平成20年5月・6月生まれ

(新)第1回ハロー元気
っこたち!!
（わかあゆ保育園編）

第4回ただいま！イ

10/3〜10/10 アンです。
※企画番組2
9/26〜10/2

町民カラオケ大会
（2回目予選）①

環境にやさしいお買い物！
マイバッグキャンペーン
レジ袋削減によるごみの減量化、
地球温暖化防止を目指し、マイバッ
グキャンペーンを開催しています。
キャンペーン協力店にて、レジ袋
を受け取らないお買い物をすると、
応募カードにスタンプを押してもら
えます（1店舗2押印まで）。7個たま
ったらお店の応募箱に投函すると抽
選ですてきな賞品が当たります（お
一人様1通限り）。
詳しくは、協力店にある応募カー
ドをご覧ください。
期間：9月1日（木）〜10月31日（月）
協力店：県レジ袋削減協力店ののぼ
り旗が目印！
（馬頭地区）うおまつ馬頭店、高砂
屋商店、エレガンスやしろ、小島文
具店、住吉屋、金子みそ醸造店、益
子肥料店、ますや鮮魚本店、日進堂
本店（本店・北向田店）
、菊屋酒店、
肉の薄井、あらい、くまだ呉服店、
佐藤こめや
（小川地区）和泉屋、日進堂菓子店、
小松屋商店、おたま小川店、ヂーエ
ス電気、わたや製菓、佐藤精肉店、
学遊舎、スポーツ＆シューズショップ
フクダ、滝田商店
24事業者 25店舗（8月31日現在）
問い合わせ
商工会 ☎0287−92−2249
商工会小川支所 ☎0287−96−3172
環境総合推進室 ☎0287−92−1110

マイバッグキャンペーン
協力店募集！！

平成23年度酒類販売管理
協力員の募集について

9月11日は
「警察相談の日」

IT講習会受講者を
募集します

町では9月1日から10月31日まで、
町内の県レジ袋削減協定締結店にお
いて、マイバッグキャンペーンを開
催しています。
キャンペーン期間中ですが、多く
の事業者の皆様に参加いただけるよ
う協力店を募集しています。協力店
となるには、事前に栃木県とレジ袋
削減の協定締結が必要となります。
参加をご希望の事業者は、住民生
活課生活環境係（☎0287−92−1112）
までご連絡ください。

関東信越国税局では、酒類小売販
売場（スーパー、コンビニエンスス
トア、小売酒販売店など）で買い物
等をする機会を利用して、未成年者
飲酒防止に関する表示や店頭価格の
状況を確認し、税務署に連絡してい
ただく『酒類販売管理協力員』を募
集します。
応募方法、募集期間、委嘱期間等
詳しくは国税庁ホームページをご覧
ください。
問い合わせ 宇都宮税務署
酒類指導官 ☎028−621−2249
国税庁HP http://www.nta.go.jp

警察では、犯罪等による被害の未
然防止に関する相談、その他県民の
安全と平穏についての相談に応じる
ため、各種の相談窓口を設けていま
す。
◎那珂川警察署☎0287−92−0110
◎警察本部
・警察相談電話
☎＃9110（プッシュ回線・携帯電話）
☎028−627−9110（ダイヤル回線）
・悪質商法相談☎028−624−1110
・ヤングテレホン☎0120−87−4152
・シルバー110番☎028−627−4680
・性犯罪被害者相談☎0120−710−873
・覚せい剤110番☎028−624−0919
・暴力相談☎028−622−2424
※緊急の事件・事故以外の相談につ
いては、110番ではなく＃9110番を
利用してください。

内容と期日
●パソコン入門①〜パソコンの基本
操作〜10月11日
（火）
●Wordでハガキを作ろう〜写真の
取り込み、差し込み印刷など〜
10月13日
（木）
●カレンダーを作ろう〜写真やイラ
ストの取り込み・加工など〜
10月18日
（火）
●パソコン入門②〜インターネット
の活用〜10月20日（木）
●パソコン入門③〜ネットショッピ
ングの活用〜10月25日（火）
●ブログを活用しよう〜ブログの基
本操作 〜10月27日（木）
実施時間
★昼の部 午後 1 時30分〜午後 4 時
30分
★夜の部 午後7時〜午後9時
※内容は、昼の部、夜の部とも同じ
です。初心者の方は、昼の部をお
勧めします。
場所 山村開発センター第3研修室
対象 町内在住または勤務している
18歳以上の方
定員 各講座とも昼の部、夜の部そ
れぞれ16名
受講料 無料
締切 9月30日（金）
申し込み 申込書を生涯学習課又は
馬頭公民館へ（FAX可）
※詳細は町ホームページまたはチ
ラシをご覧ください。
問い合わせ 生涯学習課
生涯学習係 ☎0287−96−2116

平成23年度
敬老会開催のお知らせ
本年も多年にわたり社会に貢献さ
れた高齢者の長寿をお祝いする敬老
会を、一部地区を除き開催します。
馬頭地区は9月18日（室町地区19
日・富山地区25日・田町地区17日）
。
各行政区の開催方法等により行われ
ます。
小 川 地 区 は 9 月 1 1 日 午 前 1 0 時か
ら小川総合福祉センターあじさいホ
ールで開催されます。
招待者は、75歳以上の方（昭和11
年12月31日以前に生まれた方）です。
●那珂川町役場健康福祉課
☎0287―92―1119
●小川庁舎総合窓口課福祉係
☎0287―96―2111
特設行政相談会を
開催します
10月15日に行われる福祉まつりで
の福祉相談会と合同で、特設行政相
談会を開催いたします。
行政への苦情、意見・要望等があ
りましたら、行政相談委員が対応い
たしますので、お立ち寄りください。
日時 10月15日（土）
午前10時から正午まで
場所 小川総合福祉センター内
相談コーナー
【行政相談週間】
10月17日（月）〜23日（日）

町営住宅
入居者募集
募集住宅
住宅名 間取り 入居時家賃
（円）
舟戸4-3
2K
6,100〜9,100
町営住宅の家賃は所得に応じて決定
募集期間
9月15日（木）〜30日（金）
その他 申込方法、入居資格等の詳
細は、お問い合わせください。
問い合わせ 建設課管理係
☎0287−92−1118
栃木県市町村総合事務組合職員採
用試験のご案内
職種・採用予定人員 一般事務1人
受験資格 昭和57年4月2日から平成
2年4月1日までに生まれた方
日程 第1次試験 11月6日（日）
第2次試験 11月下旬
試験内容
第1次試験 教養試験（高等学校
卒業程度）・適応性検査
第2次試験 作文試験・口述試験
会場 栃木県自治会館
申込書 栃木県市町村総合事務組合
において試験要綱・申込書を配布
申込受付期間 10月3日（月）〜
10月13日（木）
問い合わせ 栃木県市町村総合事
務組合総務課 ☎028−625−3011

ルリちゃん

土地台帳と家屋台帳の
廃止について
那珂川町ではこれまで不動産登記
法第119条の取り扱いに準じ、どな
たでも土地台帳と家屋台帳の閲覧を
行うことができましたが、個人情報
保護等のため、平成23年10月1日か
ら廃止いたします。
今後の閲覧につきましては、宇都
宮地方法務局烏山支局において行っ
ていただきますようお願いいたしま
す。（閲覧時間・利用料その他詳細
については事前に法務局にお問い合
わせください）
問い合わせ
宇都宮地方法務局烏山支局
那須烏山市中央1−19−17
☎0287−82−2251
税務課 ☎0287−92−1120

馬頭広重美術館ワークショップ
こっぱ

木端で遊ぼう！
木端でさまざまな工作をします。
日時 10月8日（土）午後1:30〜
場所
馬頭広重美術館
講師
岡倉 石朋 先生
参加費 500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

広報なかがわ 平成23年 9 月10日

16

