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　身体の障害について医学的な相談・
判定が無料で受けられます。 
（要予約） 
日時　11月2日（水） 
　　　午後2時～4時 
場所　大田原市保健センター 
相談内容　肢体不自由（整形外科） 
申し込み先　健康福祉課 
　　　　　　☎0287－92－1119

身体障害者巡回相談 
を実施します 

ふるさとを語る  むかし  そして今　 
日時　11月27日（日）　午後1時15分～3時30分 
場所　馬頭総合福祉センター 
内容　①会員発表 
　　　②美寿々すみ子唄語り 
入場料　無料（入場券あり） 
定員　250名 
問い合わせ　まほろばがたり　 
渡辺恵子まで　☎0287－96－2668

東日本大震災支援チャリティ 

花えみのつどい 
「美寿々会まほろばがたり　　 
　　　　10周年記念発表会」 

　那珂川町、那須烏山市エリア内で
福祉の仕事を探したい、福祉に関す
る仕事の内容や資格を知りたい方。
事業所の採用担当者や福祉人材セン
ター担当者から直接話が聞けます。 
日時　10月27日（木） 
　　　午後1時～午後3時30分 
　　 （受付は午後3時まで） 
場所　栃木県南那須庁舎 
　　 （那須烏山市中央1－6－92） 
参加費　無料 
その他　予約不要、出入り自由 
問い合わせ　栃木県社会福祉協議会 
　　　　　　福祉人材・研修センター 
　　　　　　☎028－643－5622

福祉のお仕事 
ミニ面談会を開催 

参加要件 
①那珂川町の町民であること 
②研修計画に従い規律のある団体行
　動のとれる生徒 
③外国の生活、文化、スポーツなど
　に関心があり、積極的に学習でき
　る生徒 
④平成23年度の中学2年生、または
　高校1年生と2年生 
定員　12名 
参加負担金　10万円 
申込締切　10月28日（金） 
団員決定　11月下旬に町教育委員会
で面接を行い、派遣団員を決定します 
問い合わせ　生涯学習課 
　　　　　　☎0287－96－2116

問い合わせ　栃木県　農政部 
　　　経営技術課　経営体育成担当 
　　　☎028－623－2317 
　　　農林振興課　農政係 
　　　☎0287－92－1113

平成23年度　青少年海外体験学習 
派遣事業参加者募集 

　青年海外協力隊・シニア海外ボラ
ンティアの制度や内容について説明
会を行います。 
　ボランティアには技術やキャリア
を活かせる職種（技術系・医療系・
教育系など）と、資格等がなくても
応募できる職種（青少年活動・村落
開発普及員など）があります。みな
さんも、参加してみませんか。 
【青年海外協力隊】 
日時　10月15日（土） 
　　　午後2時（午後1時30分開場） 
【シニア海外ボランティア】 
日時　10月15日（土） 
　　　午前10時30分（午前10時開場） 
会場　とちぎ国際交流センター 
参加費　無料（入退場自由）　　 
申し込み　当日直接会場へ 
問い合わせ　JICAボランティア 
　　　　　　募集選考窓口 
☎03－3406－9900　Fax 03－3406－9475  
http://www.jica.go.jp

青年海外協力隊等 
ボランティア説明会 

　平成24年度に、稲作等の生産調整計
画（転作）により新規で農地を借りて作
付けを計画される方は「農用地利用集
積計画書」の提出が必要です。 
　申請用紙は、農業委員会に取りに
来ていただくか、連絡いただければ
郵送します。 
●申請期限　11月30日（水） 
●申請先　農業委員会 
　　　　　山村開発センター2階  
　　　　　☎0287－92 －1185

農地の貸借の申請について 
※新規で貸借する方へ 

演題1：「子どもの食育について」
　　　　（約20分） 
講師　那須烏山市七合診療所長 
　　　　　本間真二郎　先生 
演題2：「小児救急の判断と上手な
　　　　　かかり方」（約1時間） 
（放射線の子どもへの影響の話あり） 
講師　自治医科大学医学部長 
　　　　　桃井真里子　先生 
日時　10月30日（日）　午後2時～午後4時 
場所　那須烏山市南那須公民館 
主催　南那須地域医療を守る会 
参加費　無料 
問い合わせ 
南那須地域医療を守る会・事務局 
　奥村昌也　☎0287－92－0957 
栃木県家庭教育オピニオンリーダー
連合会南那須ブロック長 
　斎藤恵子　☎0287－84－2541

秋季特別講演会のお知らせ 

　「がんばろう栃木の農業！4Hの
力を栃木の力へ！」をテーマに、栃
木県内の農業青年が集まり、消費者
との交流を目的に、自分たちが作っ
た農産物、またそれを活かした加工
品のPRを兼ね販売を行います。 
○4Hクラブは、農業青年たちのグ
ループです。 
○県内各地の農産物を多数用意しま
す。 
○4Hクラブから、風評被害に負け
ない「元気な栃木の農業」をPRし
ます。 
日時　10月25日（火） 
　　　午前10時～午後2時 
会場　栃木県庁1階ロビー 
　　 （宇都宮市塙田1－1－20） 

フレッシュファーマーズマルシェ 
－青年農業者直売会－ 
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ケーブルテレビ企画番組内容 

申請が必要です！ 
これまで手当を受け取っていた方も
含め全ての方の申請が必要です。 
（※現在受け取っている方へは申請
書を送付します。公務員の方は勤務
先へ申請を） 
手当の月額　 
◆0歳～3歳未満：15,000円（一律） 
◆3歳～小学校修了前： 
　　10,000円（第3子以降15,000円） 
◆中学生：10,000円（一律） 
※10月～1月分の手当は平成24年2月
に、2月・3月分は平成24年6月に支
払われます。4月分以降については、
後日お知らせいたします。 
問い合わせ 
　健康福祉課社会福祉係 
　☎0287－92－1119

10月から「子ども手当」が 
変わります 

　自然に囲まれたツインリンクもて
ぎ「ハローウッズの森での男女のふ
れあい」や「ホテルでのランチバイ
キング、男女のフリートーク」など、
素敵な出会いとふれあいの場を用意
いたしました。 
　新しい友達や素敵な出会いを探し
に、お気軽に参加しませんか！ 
日時　11月23日（水）※祝日 
　　　午前9時30分（集合） 
　　　～午後3時30分（解散） 
集合場所　ツインリンクもてぎ 

晩秋のツインリンクもてぎで 
素敵な出会いとふれあいを 

参加資格・参加費 
【男性】　25歳以上45歳までの独身
者で那須烏山市・那珂川町在住者又
は在勤者 
　　※参加費：3,000円 
【女性】　21歳以上45歳までの独身
者。住所地制限なし。 
（那須烏山市・那珂川町在住者優先） 
　　※参加費：2,000円 
定員　男女共に15名（定員になり次
第締め切り） 
申し込み　10月17日（月）～10月31日
（月）までに電話またはFAXで下記問
い合わせ先へ。 
※申込時に住所・氏名・電話番号・
生年月日をご連絡ください。 
問い合わせ（申し込み） 
那須烏山市生涯学習課　生涯学習係 
　　　　　　　　☎0287－88－6223 
　　　　　　　FAX0287－88－2027 
主催　南那須結婚相談所連絡協議会 

　家族セミナーは、こころの病気や
治療に関する知識やご本人との接し
方を学び、ご家族の悩み等を分かち
合うことなどを目的に開催していま
す。ご家族のお気持ちに寄り添いな
がら、サポートいたします。 
　ご参加、ご見学をご希望の方はお
電話をお待ちしています。 
時間　午後1時30分～午後3時30分 
場所　烏山健康福祉センター 
日程 
第1回　11月14日（月） 
　講話「うつ病を正しく理解しよう！」 
第2回　12月15日（木） 
　講話・グループワーク 
第3回　平成24年1月12日（木） 
　講話・グループワーク 
第4回　平成24年2月中旬 
　施設見学（県有バス使用予定） 
申込期限　11月4日（金） 
問い合わせ・申し込み 
栃木県烏山健康福祉センター 
　（栃木県庁南那須庁舎内） 
保健衛生課　保健師まで 
☎0287－82－2231

こころの病（うつ病）を 
もつ方のご家族の皆様へ 

★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  
ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN
企画番組1（再放送） 

アグリネット 

文 字 放 送  

文 字 放 送  

文 字 放 送  

文 字 放 送  

文 字 放 送  
企画番組1（再放送） 

文 字 放 送  

文 字 放 送  

運 び 屋 寄 席  

サイエンスCH　THE　MAKING

サイエンスCH　THE　MAKING
燃えよ虫拳 

企画番組2
企画番組1

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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10/3～10/10 

10/11～10/16 

10/17～10/23

10/31～11/6

10/24～10/30

第4回ただいま！イ
アンです。 

那須小川まほろば太
鼓15周年記念演奏
会① 

第2回ハロー元気っ
こ!! 
（大内保育園編） 

わんぱく広場 
平成20年7月・8月生まれ 

町民カラオケ大会④ 

企画番組1（19：00～19：30） 

企画番組2（18：30～19：30） 


