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　那須烏山市・那珂川町の若手農業
者のグループ「南那須地区4Hクラ
ブ」では、プチ農業体験による交流
イベントに参加いただける同世代の
方を募集しています。 
日時　12月3日（土） 
午前8時30分～午後1時30分 
集合時間及び場所 
　午前8時30分に①那須烏山市保健
福祉センター又は②道の駅ばとうに
集合（会場まで送迎します） 
内容及び場所 
①農場見学（那須烏山市内） 
②そば打ち体験（那須烏山市農村環
境改善センター） 

対象　20～30歳代の男女　 
費用　500円（昼食代） 
※当日は、エプロン・スニーカーな
ど動きやすく多少汚れてもいい服
装で御参加ください。 

申込期限　11月22日（火） 
問い合わせ・申し込み　南那須地区
4Hクラブ事務局（塩谷南那須農業
振興事務所経営普及部内） 
　　　　　☎0287－43－2318

ふれあい☆農業体験 
参加者募集 

募集の条件等 
・健康でやる気のある方 
・教員免許状所有の方 
・塩谷・南那須地区内へ通勤可能な方 
申し込み 
　塩谷南那須教育事務所のホームペ
ージからダウンロードした履歴書又
は市販の履歴書に必要事項を記入の
上、下記の申込先へ送付。 
募集期限　12月28日（水） 
採用について　書類選考・面接の上、
採用の有無は、3月上旬頃までに連絡。
（勤務は平成24年4月から） 
問い合わせ・申し込み先 
〒329－2163　矢板市鹿島町20－22 
　塩谷南那須教育事務所 
　　臨時採用教員担当係 
☎0287－43－0176　Fax0287－43－0535

塩谷・南那須地区公立小中学校 
非常勤講師の募集 

募集定員 
高等学校奨学生……………5名程度 
短大（専門学校）奨学生……2名程度 
大学生奨学生………………2名程度 
※ただし、応募状況により変更あり 
貸与額　高等学生……月額13,000円 
短大（専門学校）生……月額30,000円 
大学生…………………月額30,000円 
※奨学金は年2回（前期・後期）に6か
月分を一括貸与 

奨学金の返還　貸与終了後、年賦、
月賦等で返還（奨学金は無利息） 
申込期限　12月20日（火） 
申し込み・問い合わせ先 
　学校教育課　☎0287－96－2114

平成24年度 
那珂川町奨学生募集 

募集定員　高等学校奨学生……7名 
大学奨学生…………3名 

支給額　高等学生…月額10,000円 
大学生……月額25,000円 
※奨学金の返還は不要です 

申込期限　12月20日（火） 
申し込み・問い合わせ窓口 
　学校教育課　☎0287－96－2114

平成24年度 
菊池育英会奨学生募集 

　野菜や花の栽培を始めたいと思っ
ている農家の方を対象に、管内優良
農家のほ場見学会を開催します。 
開催日時　12月6日（火） 

午前9時～午後4時 
（集合8時50分） 

集合場所　JAなす南本店 
（那珂川町白久10） 

＊ワゴン車で各ほ場を回ります。 
見学農家　春菊・いちご・切花・く
り・スナップエンドウの生産農家 
参加費　無料（昼食付） 
申込締切　11月30日（水） 
申し込み・問い合わせ先　　 
JAなす南営農部　園芸課 

☎0287－96－6170 
塩谷南那須農業振興事務所 
経営普及部　園芸課 

☎0287－43－2318 
那珂川町農林振興課 

☎0287－92－1113

園芸作物ほ場見学会 

日時・場所 
●大田原会場　11月22日（火） 
午後1時30分～午後4時 

＊カシマウエディングリゾート 
（大田原市本町1－2714） 

●小山会場　　11月29日（火） 
午後1時～午後4時 

＊小山グランドホテル 
（小山市神鳥谷202） 

参加対象者　平成24年3月新規大学・
短大・高専・専修学校卒業予定者及
び卒業後3年以内の既卒者 
備考　当日は、履歴書を複数枚ご用
意ください。事前申込不要、直接会
場へお越しください。ハローワーク
カードをお持ちの方は、ご持参くだ
さい。既卒の方は、事前にハローワ
ークにて求職登録をしてください。 
問い合わせ　ハローワーク大田原 

☎0287－22－2268 
ハローワーク小山 
☎0285－22－1524

合同就職面接会を開催 

募集人員　40名（高校推薦・社会人
含む） 
受験資格　平成24年3月に高等学校
卒業見込みの方 
高等学校を卒業している方又はこれ
と同等の資格を有する方 
修業期間中、勉学に専念できる方 
修業年限　3年（全日制） 
応募方法　入学願書を希望される方
は、お問い合わせください。 
願書受付期間　11月11日（金）～ 
　　　　　　　11月25日（金） 
試験日　　12月3日（土） 
試験会場　国際医療福祉大学塩谷看
護専門学校（塩谷病院敷地内） 
問い合わせ　国際医療福祉大学塩谷
看護専門学校　事務部 
　　☎0287－44－2322

塩谷看護専門学校 
看護学生（一般入試）募集 
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ケーブルテレビ企画番組内容 

　東日本大震災により、本庁舎及び
小川庁舎が甚大な被害を受け、その
緊急対応策として、危険箇所の解体
及び補修工事を行うことになりまし
た。 
　工事期間中は住民の皆様には大変
ご不便をおかけしますが、ご協力く
ださるようお願いいたします。 
本庁舎の工事期間 
　平成24年1月27日まで 
小川庁舎の工事期間 
　平成24年1月10日まで 

本庁舎・小川庁舎危険箇所 
解体工事のお知らせ 

演奏会日時　12月11日（日） 
午後1時開場・午後1時30分開演 
会場　小川総合福祉センターあじさ
いホール 
入場料　無料（整理券が必要） 
申込方法　往復はがきに郵便番号、
住所、氏名、電話番号を記入のうえ、
申込先あてに申し込んでください。 
申込締切　11月28日（月）（当日消印
有効）定員を超えた場合は抽選とな 
ります。 

「那珂川町第九を歌う会」 
演奏会の整理券を発行します 

●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。 
開催期間　11月20日（日）まで 
開催場所　湯津上館 
●冬休み小中学生向け展示会「辰を
考古学する」 
　平成24年の干支である龍を取り上
げ、想像上の動物である龍と人との
係わり合いを分かりやすく紹介して
いきます。 
開催期間　12月3日（土）～ 
　　　　　平成24年1月29日（日）まで 
開催場所　小川館 
要入館料　一般100円　高校・大学
生50円　中学生以下は無料 
休館日　月曜日（祝日開館）、祝日の
翌日、年末年始 
●「万葉集を読む」 
講師　和田　貞夫（当館館長） 
内容　万葉集に詠まれた植物と和歌

を紹介し、鑑賞する。 
日時　11月20日（日） 

午前9時30分～12時 
会場　小川館 
定員　50名　　参加費　無料 
●古代文字講座 
内容　「たつ」の文字に関する話を
聞き、消しゴムハンコを作ります。 
日時　12月4日（日） 

午前9時30分～12時 
会場　小川館 
定員　30名　　参加費　300円 
問い合わせ　なす風土記の丘資料館 

☎0287－96－3366

なす風土記の丘資料館 
展示とイベントのご案内 

★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2-1

企画番組2-2

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 

5:30 
6:00 
6:30 
7:00 
7:30 
8:00 
8:30 
9:00 
9:30 
10:00 
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 
1:30

11/14～11/20

11/28～12/3

企画番組2-1

10/31～11/6

11/7～11/13

11/21～11/27
企画番組2-2

11/14～11/20

11/28～12/3

第5回ただいま！イアンです。 
（※燃えよ虫拳の枠で放送） 

第3回ハロー元気っこ!! 
（馬頭南保育園編） 

H23年スポッ！っと 
那珂川町① 
H23年スポッ！っと 
那珂川町② 

第4回ハロー元気っこ!! 
（小川幼稚園編） 

那須小川まほろば太鼓
15周年 
記念演奏会① 

那須小川まほろば太鼓
15周年 
記念演奏会② 

申込先　〒324－0501　那須郡那珂
川町小川2814－1（生涯学習課内） 
問い合わせ 
「那珂川町第九を歌う会」事務局 
☎0287－92－5687（益子） 
☎0287－92－2473（吉成） 
☎0287－96－2116（生涯学習課） 

30分（18：30～19：00） 

30分（19：00～19：30） 

30分（19：00～19：30） 

60分（18：30～19：30） 

スポレクエコとちぎ2011
60分（20：00～21：00） 

企画番組1


