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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年度における那珂川町入札
参加資格審査申請（建設工事、測量・
建設コンサルタント等、物品・役務）
の追加受付を次のとおり行います。 
受付期間　2月13日（月）～ 
　　　　　　　　2月29日（水） 
午前9時～正午、午後1時～5時 
（土・日・祝日を除く） 
提出書類　一般競争（指名競争）入
札参加資格審査申請書受付要領（那
珂川町ホームページからダウンロー
ドする。）を参照。 
受付職種　①建設工事、②測量・建
設コンサルタント等業務、③物品・
役務等 
入札参加資格の有効期間 
　　　平成24年4月1日から 
　　　平成25年3月31日まで 
提出先及び問い合わせ先 
総務課管財係　☎0287－92－1111 
那珂川町ホームページアドレス 
http：//www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/

平成24年度那珂川町一般競争 
（指名競争） 

参加資格審査申請の追加受付 

「那珂川町災害復旧等支援金」 
申請受付終了のおしらせ 幹部候補生とは 

　自衛隊組織の骨幹である幹部自衛
官（パイロット要員含む。）として、
必要な知識と技能を修得するために
幹部候補生学校にて教育を受けます。 
　卒業後は初級幹部として部隊を指
揮しながら、さらなる知識と技能の
習得に努め、「平和を、仕事にする。」
責任を担っていきます。 
応募資格　平成25年4月1日現在、 
次の①・②どちらかに該当する者 
　　① 22歳以上、26歳未満の者 
　　② 20歳以上、22歳未満で学校 
教育法に基づく大学を卒業又は
卒業見込の者 

受付期間　 2月1日～4月27日 
試験日　平成24年5月12日・13日 
　　（13日は飛行要員希望者のみ） 
試験場所　宇都宮市内（予定） 
申込み・問い合わせ 
　自衛隊大田原地域事務所 

　☎0287－22－2940

自衛隊幹部候補生募集のご案内 

こころのセイフティ 
ネットワーク講演会 

●巡回展「栃木の遺跡―最近の発掘
調査の成果から―」 

　栃木県北部の各遺跡より出土した、
縄文時代から奈良・平安時代までの
資料を紹介します。 
会期　3月18日（日）まで 
開催場所　小川館 
要入館料（中学生以下は無料） 
休館日　月曜日（祝日開館） 
　　　　祝日の翌日 
●風土記の丘成果発表会 
　遺跡発表会 
　午前中の成果発表会では、風土記
を利用した学校や歴史解説員養成講
座受講生などが体験に関する成果を
発表し、午後の遺跡発表会では調査
担当者が遺跡や出土遺物について解
説します。 
日時　2月19日（日）　 
　　　午前10時～午後4時 
会場　小川館 
定員60名　参加費無料 
●みんなの作品展 
　小川館ロビーでは、みなさんが風
土記で作った作品を3月中旬ごろま
で展示しています。 
問い合わせ　なす風土記の丘資料館
小川館　☎0287－96－3366

なす風土記の丘資料館 
展示会と関連イベント 

　町では、東日本大震災などにより
住宅等に被害を受けた方に対して、
10万円を限度とした「那珂川町災害
復旧等支援金」を支給しています。
東日本大震災による被害を受けられ
た方で、新たに申請する場合の受付
は、平成24年3月31日をもって終了
します。 
　なお、既に申請書を提出している
場合には、この限りではありません
が、修理が完了しましたら、速やか
に領収書等の提出をお願いします。 
問い合わせ 
　総務課　☎0287－92－1111

　人とのつながりがもっとほしいけ
ど、うまく関係が築けないとお悩み
の方。相手とのよりよい関係づくり
に必要なコミュニケーションや自己

実現のヒントを学びます。 
日時　2月23日（木） 
　　　午後2時～午後4時 
会場　烏山公民館（那須烏山市） 
講師　木村久子先生（アスク・ヒュ
ーマン・ケア　ライフスキルセンタ
ー室長） 
定員　100名（先着順）※参加費無料 
申し込み・問い合わせ 
　県烏山健康福祉センター 
　　☎ 0287－82－2231 
　Fax 0287－84－0041

期間　３月２日（金） 
　　　午前10時30分から 
　　　午前10時40分まで 
場所　栃木県庁塩谷庁舎101会議室 
持参物　印鑑、買受代金、本人確認
ができるもの（運転免許証等） 
※代理人の場合は委任状が必要です 
問い合わせ　矢板県税事務所収税課 
　　　　　　☎0287－43－2171

電話加入（利用）権の 
公売のお知らせ 
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ケーブルテレビ企画番組内容 

　従業員数が100人以下の事業主に
ついては、①育児のための短時間勤
務制度、②育児のための所定外労働
の制限、③介護休暇の各制度の適用
が猶予されておりましたが、平成24
年7月1日から全面適用されることに
なり、就業規則の改正が必要になり
ます。 
問い合わせ　 
　栃木労働局雇用均等室　 

　☎028－633－2795

平成24年7月1日から改正育児・ 
介護休業法が全面施行 

　町では、公園墓地1区画・小川墓
地1区画の使用申込みの受付を下記
のとおり行います。 
①那珂川町公園墓地 
　　　（馬頭2558番地87） 
区画・面積・使用料等 

②那珂川町小川墓地 
　　　（那珂川町谷田191番地） 
区画・面積・使用料等 

那珂川町公園墓地・小川墓地 
使用申込み受付けのお知らせ 

内容　南那須特別支援学校の紹介と
児童生徒の作品展示 
日時　2月17日（金）～2月22日（水） 
午前9時から午後9時（最終日は午後
4時まで） 
会場　ザ・ビッグエクストラさくら店 
問い合わせ　南那須特別支援学校 

☎0287－88－9867

第42回「伸びゆく子どもたちの 
作品展」開催のお知らせ 

日時　毎月第4水曜日 
　　　（午前10時～正午） 
場所　大田原市福祉センター 
相談内容　○遺言の公正証書○土地
建物や金銭の貸借○離婚給付など 
予約・問い合わせ先 
　大田原公証役場 

☎0287－23－0666

公正証書（法律）無料相談を 
実施しています 

　「落ち着きがない」「不器用さが
ある」などの特徴がある子への支援
…周りにいる支援者の効果的な関わ
りで、いじめや暴力行為、不登校な
ど二次障害等の問題行動を未然に防
ぐことができます。 
　未来ある子どもたちの笑顔があふ
れるまちになるよう一緒に考えてみ
ませんか。 
日時　2月27日（月） 
　　　午後4時から午後6時 
場所　小川総合福祉センター 
講師　山形大学　医学部看護学科 
　　　教授　 横山浩之　先生 
申し込み　健康管理センター 

☎0287－92－1188

子育て支援研修会開催のお知らせ 
～子育て支援から始める特別支援教育～ 

★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  

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

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  

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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2/6～2/12

企画番組2
2/20～2/26

わんぱく広場 
H20年11・12月生まれ 

1/30～2/5 第8回ただいま！イアンです。 

ハロー元気っこたち!!（総集編） 

30分（19：00～19：30） 

60分（18：30～19：30） 

企画番組1

区　分 
区 画 数 
使 用 料 
管 理 料 

東第4段第8号1区画6㎡ 
1区画 
450,000円 
年 2,500円 

区　分 
区 画 数 
使 用 料 
管 理 料 

第3号1区画 3.6㎡ 
1区画 
30,000円 
年 1,500円 

※使用料は、使用許可されたとき1
回だけです。 
※管理料は、毎年納入になります。 
使用資格　本町に住所を有する方 
申込方法　使用許可申込書に必要事
項を記入のうえ、住民生活課（本庁
又は、小川庁舎）に提出。 

申込み期間 
　2月15日（水）～2月29日（水）  
使用者の決定　多数応募の場合は、
抽選により使用者を決定します。 
（抽選日は後日申込者に直接連絡） 
問い合わせ・申し込み 
　住民生活課生活環境係 
　　　　　　　☎0287－92－1112 
　総合窓口課　☎0287－96－2111


