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　在宅要介護者に対し紙おむつ購入
費の助成をします。 
対象者　那珂川町に住所を有し、在
宅で常時おむつを使用する者であり、
要介護認定の要介護1以上の者（入
院中や施設入所者は該当しません） 
購入費の助成　1月単位とし、紙お
むつの購入に要した費用の5,000円
を限度とする。 
申請方法　所定の申請書により、領
収書を添付。（まとめて申請可） 
申請期間　紙おむつを購入した日の
翌月から1年間とする。 
申請・問い合わせ先　 
　健康福祉課　☎0287－92－1119

紙おむつ購入費の 
助成について 

募集住宅 

募集期間 
　1月16日（月）～31日（火） 
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

町営住宅の家賃は所得に応じて決定 

町営住宅 
入居者募集 

　予備自衛官補とは、普段は学生・
社会人であっても、東日本大震災等
の災害時等に自衛官として社会に貢
献できる制度です。教育訓練間、日
額7,900円及び食事等を無料支給し
ます。ぜひご応募ください。 
受付期間　1月11日（水）～4月4日（水） 
試験日　4月14日（土）又は15日（日）
のいずれか1日。 
試験場所 
　一般・技能とも宇都宮市内（予定） 
応募資格（平成24年7月1日現在） 
一般：18歳以上34歳未満 
技能：18歳以上53歳～55歳未満（保
有資格により異なります） 

申し込み・問い合わせ 
　自衛隊大田原地域事務所 
　　　　　　　　☎0287－22－2940

予備自衛官補（一般・技能）募集 

県民満足度調査にご協力ください 

　認知症や何らかの障害によって物
事を判断する能力が十分でない方を
支援する成年後見制度について基礎
から学べる研修会です。 
日時　2月24日（金）25日（土） 
　　　午前10時～午後4時 
場所　とちぎ福祉プラザ 
参加費　7,000円（テキスト・資料代込） 
申込締切　2月10日（金） 
問い合わせ　栃木県社会福祉士会 
成年後見センターぱあとなあとちぎ 

☎028－600－1725

「成年後見制度活用講座」の 
ご案内 

　“カフェ”のようにリラックスし
た雰囲気の中で、地域づくりについ
て話し合い、交流を深めてみません
か？少人数のグループに分かれるた
め、初対面の人とも気軽に話すこと
ができます。 
日時　2月15日（水） 
午後1時20分～午後4時50分 
会場　栃木県庁東館4階講堂 
講師　岡崎エミ氏（studio－L） 
対象　地域づくり団体の方、地域づ
くりに関心のある方 
定員　120名（先着順） 
内容　基調講演、地域づくり団体の
活動紹介、地域づくりに関する意見
交換 
申込　2月1日（水）までに、栃木県総

合政策部地域振興課（☎028－
623－2233）へお申込みくださ
い。 

地域づくり交流ワールド・カフェ 

　平成24年3月新規高等学校卒業者
の採用を予定している栃木県内企業
と、県内で就職を希望している高等
学校卒業予定者を一堂に会して、直
接面談を行う合同就職面接会を開催
します。就職希望生徒が1人でも多
く就職内定に結び付くよう、多くの
企業の参加をお願いします。 
参加申込みは「各ハローワーク学卒
担当」まで。 
日時　1月19日（木） 
　　　午後1時～午後4時 
場所　ホテル東日本　宇都宮 
問い合わせ　 
　宇都宮新卒応援ハローワーク 
　高卒担当　　☎028－678－8311

とちぎ高校新卒者合同就職面接会 
参加企業を募集しています 

　ねたきり老人、介護を要する認知
症老人が使用する寝具の洗濯サービ
ス利用券を交付します。 
対象者 
○65歳以上のひとり暮らしの高齢者 
○65歳以上でおおむね6か月以上ね
たきりの状態にある高齢者で当該高
齢者の属する世帯。 
利用券の交付　65歳以上の単身世帯
及び高齢者のみの世帯は町が定める
利用料金限度額の1割。それ以外の
世帯は利用料金限度額の2割負担の
利用券を交付します。 
申請・問い合わせ先　 
　健康福祉課　☎0287－92－1119

ねたきり老人等寝具 
洗濯サービスについて 

住宅名 
富士山4－東 
大宝地B－203

入居時家賃（円） 
16,600～24,700 
22,600～33,600

間取 
3DK 
3DK

　県では昨年4月からスタートした
栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラ
ン」に掲げる取り組みに対する「満
足度」について、県民の皆さまの率
直なご意見をお伺いするため、県民
満足度調査を実施しています。調査
結果は、県政の現状評価に活用する
とともに、今後の県政運営の参考と
させていただきます。 
○調査対象者　県内に在住又は通勤
している方 
○調査方法　インターネット又は郵
送 

○調査期間　1月16日～2月15日 
問い合わせ　 
　県総合政策課　☎028－623－2206
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ケーブルテレビ企画番組内容 

日時　2月11日（土・祝）～12日（日） 
総合体育館出発（途中、小川体育館
に寄ります） 
場所　新潟県苗場スキー場 
募集人員　30名 
※定員になり次第締切り 
※中学生以下は保護者の同伴が必要 
参加費　大人　　　　　　23,000円 
　　　　小人（小学生以下）17,000円 
申込締切　1月27日（金） 
問い合わせ・申込先 
　生涯学習課　☎0287－96－2116

第2回　町民スキー教室 
参加者募集 

日時　3月10日（土） 
総合体育館出発（途中、小川体育館
に寄ります） 
場所　福島県猫魔スキー場 
募集人員　40名 
※定員になり次第締切り 
※中学生以下は保護者の同伴が必要 
参加費　大人　　　　　　2,500円 
　　　　小人（小学生以下）1,000円 
申込締切　3月2日（金） 
問い合わせ・申込先 
　生涯学習課　☎0287－96－2116

第3回　町民スキー教室 
参加者募集 

　平成24年度上半期（4月～9月）分
の視聴覚研修室ギャラリー使用申請
を受け付けます。 
申込期限　2月29日（水） 
　※期限後であっても申し込み状況
により使用できる場合があります。 
　※ご希望の使用期間が重複する場
合は、調整させていただきます。 
問い合わせ　馬頭広重美術館 
　　　　　　☎0287－92－1199

馬頭広重美術館視聴覚研修室 
ギャラリー使用申請受付 

なかがわ町民大学 

　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　2月14日（火） 
　　　　　午前9時～午後4時 
集合場所　JAなす南本店　 
　　　　　（那珂川町白久10） 
午前8時50分までにおいでください。 
　＊ワゴン車で各ほ場を回ります。 
見学農家　スカシユリ・洋野菜 
ふきのとう・春トマト・春菊の生産
農家 
参 加 費　無　料 
　＊昼食は主催者で準備します。 
申込締切　2月7日（火） 
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 
役場農林振興課　 

☎0287－92－1113

園芸作物ほ場見学会 
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（基本予定） 
ニュースN・TOWN

文 字 放 送  
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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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企画番組2

1/23～1/29

第7回ただいま！イアンです。 

那珂川町成人式 

日時　1月29日（日） 
　　　午後1時30分～ 
場所　小川総合福祉センター 
　　　あじさいホール 
演題　「生かされて今、輝く命」 
講師　又野亜希子先生 
　通勤途中の交通事故により、突然
車椅子の生活となった自身の経験を

通し「命の重さ」「愛の力」を優し
く丁寧に伝えてくれます。 
定員　350人 
　※入場無料（整理券が必要です。） 
問い合わせ・申し込み先 
　生涯学習課　☎0287－96－2116 
　馬頭公民館　☎0287－92－2897

30分（19：00～19：30） 

60分（18：30～19：30） 

企画番組1


