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　町では、成人を迎えられたみなさんの
新しい門出をお祝いする「成人式」を
挙行いたします。人生で一度しか経験
できない成人式。ぜひ出席いただきま
すよう、ご案内申し上げます。 
日 時　 1月8日（日）　午前10時～ 
会場　小川総合福祉センター 
 　　 あじさいホール 
＊新成人のみなさまへ 
　対象者（平成3年4月2日～平成4年4
月1日までに生まれた方）には、案内状を
送付しています。まだ届いていない場
合は、生涯学習課までお問い合わせく
ださい。 
 式典 は、午前10時から開始しますので、
午前9時40分までに受付を済ませてくだ
さい。 
問い合わせ　生涯学習課　　　　　
　　　　　　☎0287－96－2116 
　　　　　　Fax0287－96－4545

平成24年　成人式のご案内 

　厚生労働省では、職場における受
動喫煙防止にかかる財政的支援とし
て「受動喫煙防止対策助成金制度」
を創設し、平成23年10月1日から施
行しています。対象は、顧客が喫煙
できることをサービスに含めて提供
している旅館、料理店又は飲食店を
営む中小企業が、一定の要件を満た
す喫煙室等の空間分煙に取り組む場
合に、費用の4分の1（上限200万円）
を助成するものです。 
問い合わせ 
　栃木労働局労働基準部健康安全課
　☎028－634－9117

受動喫煙防止対策助成金のご案内 

免税証の交付を受けられる人 
○農業を営み農業用機械に軽油を使
用する人 
●機械を使う作業全ての委託を受け
て農作業を行い、農業用機械に軽油
を使用する者 

申請に必要なもの 
○420円（新規・更新のみ） 
○印鑑 
○免税軽油使用者証 
○機械の詳細がわかるもの（新規・変
更のみ） 
○免税軽油の引き取り等に係る報告
書及び添付書類（納品書） 
○耕作面積の証明書（農業委員会で
交付します） 
※機械を使う作業全ての委託を受け
て農作業を行う場合には、上記のほ
かに次のものが必要になります。 
●耕作（農作業受委託）証明書（農業
委員会で交付します） 
●農作業受委託に関する契約書の写し 
【注意】平成21年度税制改正により
免税軽油使用者証の有効期限が、平
成24年3月31日までとなっておりま
す。今後、法改正等で期限が延長さ
れない限り、平成24年4月1日以降免
税軽油の取引はできなくなります。 
受付日程及び場所 
受付日　1月5日（木）～6日（金） 
時間　午前9時～12時 午後1時～4時 
場所　小川総合福祉センター 
 　　すこやか共生館多目的集会室 
問い合わせ　農林振興課 
　　　　　　☎0287－92－1113 
   　　　　  矢板県税事務所 
　　　　　　☎0287－43－2173

平成24年中に使用する農業用免税 
軽油の免税証交付申請を受け付けます 

●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。 
会期　1月29日（日）まで開催中 
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 
●ミニ門松づくり 
　ミニ門松1組をつくります。 
日時　12月18日（日） 
 　　午前9時30分～午前12時 
会場　小川館 
定員　親子15組　参加費　500円 
●年賀状展のご案内 
内容　みなさんから送っていただい
た年賀状をミニギャラリーに展示し
ます。素敵な年賀状をお待ちしてい
ます。 
展示期間　1月5日（木）～31日（火）まで 
会場　小川館ロビー 
出品方法　小川館まで郵送または持
参（※返却はいたしません） 
問い合わせ　 
 なす風土記の丘資料館小川館 
　☎0287－96－3366 
　Fax0287－96－3340 
　E-mail:info@nasufudoki.com

なす風土記の丘資料館 
 展示会と関連イベント 

　那須烏山市、那珂川町管内の「動
く知更相（知的障害者更生相談所）」
が実施されます。 
期 日　1月26日（木） 
会場　那須烏山市烏山公民館 
対象者　町内在住の18歳以上の知的
障害者及びその保護者、関係機関等
実施内容　療育手帳の再判定、その
他生活相談等 
※新規の療育手帳判定はできません 
申し込み　12月20日（火）までに、役
場健康福祉課（☎0287－92－1119）へ
お申し込みください。 
※定員制ですので、ご予約はお早め
にお願いします。 

「動く知更相」 
 実施のお知らせ 

馬頭広重美術館 
「レストラン・ショップ」が 

新たにオープン 
　皆さん、お誘い合わせの上おいで
ください。お待ちしております。 
　営業日は下記のとおりです。 
 ※平成23年12 月 
　　月曜日・金曜日以外の日を営業 
 ※平成24年1 月～3月 
 　土曜 日・日曜日・祝日のみ営業 
 　営業時間　11時 ～16時 
問い合わせ　 
馬頭広重美術館　☎0287-92-1199

歳末たすけあい運動実施中です！ 歳末たすけあい運動実施中です！ 
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ケーブルテレビ企画番組内容 

　平成24年新春賀詞交歓会は、諸般
の事情により、休止とさせていただ
きます。 
共催団体　那珂川町、那珂川町議会、
那珂川町商工会、那珂川町観光協会、
那須南農業協同組合、那須南森林組
合 
問い合わせ　役場総務課 
 　　　　　☎0287－92－1111

新春賀詞交歓会 
休止のお知らせ 

募集定員　40名 
研修期間　平成24年5月から26年3月
までの約2年間 
研修会場　とちぎ福祉プラザ 
受講資格　年齢23歳以上63歳までの
方。経験、性別は不問。 
研修費用　初年度40,000円 
 　　　　2年度 35,000円 
申込期間　平成24年1月16日（月）～ 
　　　　　 3月15日（木）必着 
問い合わせ・申し込み先 
とちぎ福祉プラザ内「栃木いのち　
の電話」事務局　☎028－622－7970

栃木いのちの電話ボランティア 
電話相談員養成講座のご案内 

　養育里親とは、保護者のいない児
童または何らかの理由で保護者が養
育できない児童を自分の家庭に迎え
入れ、愛情を込めて養育してくださ
る方のことです。 
養育期間は 
①児童が社会的自立可能となるまで 
②保護者が児童を引き取れるように
なるまで 
など児童の状況に応じて異なります。
　養育里親となるためには、原則6
日間の研修を受講していただきます。
なお、里子となられた児童の生活費
等は児童相談所が負担します。 
問い合わせ　県北児童相談所 
 　　　　　☎0287－36－1058

社会的養護を担う 
養育里親になりませんか 

　放送大学では、平成24年度第1学期
（4月入学）の学生を募集しています。 
 放送大学は、テレビなどの放送を
利用して授業を行う通信制の大学で
す。心理学・福祉・経済・歴史・文
学・自然科学など幅広い分野を学べ
ます。 
 出学期間は平成24年2月29日まで。
資料を無料で差し上げています。放
送大学栃木学習センター（☎028－
632－0572）までご請求ください。 

放送大学 
4月生募集のお知らせ 

★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  
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 

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

12/5～12/11

12/12～12/18

12/19～12/25

12/14（水） 
12/15（木） 
12/16（金） 

12/21（水） 

12/22（木） 

12/23（金） 

  12/24（土）・ 
     25（日） 

 
 

第6回ただいま！イアンです。 
（※燃えよ虫拳の枠で放送） 

第5回ハロー元気っこ!! 
（ひばり幼稚園編） 

第6回ハロー元気っこ!! 
（中央保育園編） 

30分（18：30～19：00） 

 60分以上（20：00～） 
（※週刊とちぎ元気通信の枠で放送） 

30分（19：00～19：30） 

30分（19：00～19：30） 

わんぱく広場 
H20年9月・10月生まれ 

30分（19：00～19：30） 

企画番組 

企画番組 

歳末たすけあい運動実施中です！ 歳末たすけあい運動実施中です！ 歳末たすけあい運動実施中です！ 

　「歳末たすけあい運動」は、共同
募金運動の一環として地域住民や
ボランティア、民生委員・児童委員、社
会福祉施設、社会福祉協議会等の
関係機関・団体の協力のもと、新た
な年を迎える時期に、支援を必要と
する人たちが地域で安心して暮らす
ことができるよう、住民の参加や理解
を得てさまざまな福祉活動を重点的
に展開するものです。  
 今年 は、「みんなでささえあう あっ
たかい地域づくり」をスローガンに、12
月1日（木）～12月31日（土）まで、全国
一斉に行われています。皆様のご協
力をお願いいたします。 

中央保育園はっぴょう会 

ひばり幼稚園はっぴょう会 

わかあゆ保育園はっぴょう会 

大内保育園  クリスマス 
おゆうぎはっぴょう会 

馬頭南保育園  クリスマス 
おゆうぎはっぴょう会 

小川幼稚園はっぴょう会 

第5回那珂川町 
第九を歌う会 


