
飯塚医院 
白寄医院 

坂本クリニック 

９２－２０３４ 
９２－２７１０ 
９２－１１６６ 

高野病院 
佐藤医院 
上野医院 

９２－２５２０ 
９６－２８４１ 
９６－５１５１ 

指定医療機関 
 

町では、病気の発症を予防することを目的として、以下の任意予防接種の助成を行います。 

中学1年生～高校1年生の女子 
※ただし、平成23年度内に1回
でも接種が済んでいる場合は、
高校2年生においても助成対象
となります。(ワクチンの接種
は3回必要です） 

指定医療機関に予約後、接種
前に健康管理センターに印鑑
と母子手帳を持参の上、申請
してください。 

指定医療機関に予約後、接種
前に下記のいずれかに印鑑を
持参の上、申請してください。 
・健康管理センター 
・小川庁舎総合窓口課 

指定医療機関に予約後、接種
前に下記のいずれかに印鑑を
持参の上、申請してください。 
・健康管理センター 
・馬頭庁舎健康福祉課 
・小川庁舎総合窓口課 

70歳以上で、過去5年以内に肺
炎球菌ワクチンの予防接種を
受けたことのない者 

生後2か月～4歳（5歳の誕生日
の前 日々まで）の乳幼児 

※町外の医療機関で接種を希
望する方は、予約をとる前に
健康管理センターにご連絡く
ださい。 

※接種料金から助成額を差し引
いた額が個人負担となります 
 
※町外の医療機関で接種する
場合、医療機関に接種費用を
全額支払い、その後申請いた
だくと助成額が還付されます。 

全額助成 

3,500円 
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　県では、現在や将来の課題につい
て県民の皆様の意識やニーズを把握
し、協働による県政推進を図るため
にインターネットを利用した県政に
関するアンケートを実施しています。 
 このアンケートにご協力いただけ
る方を随時募集していますので、詳
しくは県広報課のホームページをご
覧ください。 
問い合わせ　栃木県県民生活部広報
課広聴担当　☎028－623－2158 
ホームページアドレス 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/index.html

「とちぎネットアンケート」 
 協力者募集 

　子育てについて、親同士が話し合
い、交流しながら、楽しく子育てに
ついて学ぶ参加型の学習プログラム
です。 
 同プログラムを活用して学習支援 
を行う指導者を目指してみませんか？ 
研修期間　5月23日、6月20日、7月
20日、8月23日の全4回 
研修会場　 
 栃木県総合教育センター 
申込締切　5月2日（水） 
主催　栃木県教育委員会 
申し込み・問い合わせ 
 生涯学習課　☎0287－96－2116

親学習プログラム指導者研修 
 参加者募集 

　今年の「犬の登録及び狂犬病予防
注射」は5月と6月に町内各地を巡回
して実施します。1回目は5月中旬か
ら下旬、２回目は6月中旬から下旬
に実施します。日程については5月
号、6月号でお知らせします。なお、
登録者には別途通知します。 
 詳細については、お問い合わせく
ださい。 
問い合わせ 
 住民生活課生活環境係 

☎0287－92－1112

犬の登録及び 
 狂犬病予防注射について 

任意予防接種の費用を助成します 任意予防接種の費用を助成します 

お問い合わせは健康管理センター☎0287－92－1188まで 

種　類  対　象　者 手　続　き　方　法  助　成　額 

医療機関名  
 

医療機関名  
 

電話番号  電話番号  

子宮頸がん 
予防ワクチン 

ヒブワクチン 

小児 
肺炎球菌 
ワクチン 

高齢者 
肺炎球菌 
ワクチン 
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ケーブルテレビ企画番組内容 馬頭広重美術館ワークショップ 
 バルーンアート教室 

開催日時　毎月第3水曜日 
 　　　　午後1時30分～ 
 　　　　（8月・1月は休講） 
場所　馬頭郷土資料館会議室 
講師　生田目　実先生 
受講料　無料 
定員　20名（先着順） 
申し込み・問い合わせ　　　　　　  
馬頭郷土資料館　　　　　　　　 
☎0287－92－1103　　　　　　　 

平成24年度古文書講座 
 受講生 を募集します 

募集定員 
①中央校320名(水曜コース160名・
　　　　　　　 木曜コース160名) 
②北校120名（火曜日） 
学習時間　概ね週1回1日4時間 
 　　　　午前10時～午後3時 
学習年限　2年間 
授業料　年額1,800円　 
資料代　年額2,000円 
応募資格　・60歳以上（平成25年3月
31日現在）で県内在住の方 
・平成17年度以降のシルバー大学校
を卒業していない方 
説明会日程（時間:午前10時～正午）
　　 
 
 
問い合わせ  
 中央校 （宇都宮市）☎028－643－3390 
 北校 （矢板市）☎0287－43－9010

栃木県シルバー大学校 
 第34期生募集 

難聴者のための手話学習会 

★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  

植 物 の 世 界  

サイエンスCH

サイエンスCH
都市づくりを考える 
企 画 番 組  

栃木県提供番組 

栃木県提供番組 

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

　公益法人制度改革に伴い、平成24
年4月1日より「社団法人那珂川町シ
ルバー人材センター」から「公益社
団法人那珂川町シルバー人材センタ
ー」に名称を変更いたしました。 
　今後とも、なお一層のご指導とご
支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。 

センター名称変更のお知らせ 

4/16～4/22

4/23～4/29

4/30～5/6

5/7～5/13

中学校入学式 
～馬頭中学校～ 

4/9～4/15 みんなで子育て 
わんぱく広場 

町スポーツ少年団紹介 
～馬頭ラッキー～ 

イアン'ｓ　キッチン 
（オープン） 

中学校入学式 
～小川中学校～ 

19：00～ 企画番組 

 
第1回 
第2回 

中央校 
5月14日（月） 
6月11日（月） 

北　校 
5月18日（金） 
6月15日（金） 

【とちぎ県民カレッジ連携講座】 
　身近な風船を使い、さまざまな作
品づくりが楽しめます。 
日時　　5月12日（土） 
　　　　午後１時30分から 
場所　　馬頭広重美術館　 
講師　　湊　万理子　先生 
参加費　500円（材料費込み） 
定員　　10名（先着順） 
問い合わせ　馬頭広重美術館 
 　　　　　☎0287－92－1199

　聞こえない人、聞こえにくい人が
社会へ一歩踏み出すための手話を学
ぶ学習会です。仲間同士又はそれを
支える人と一緒に生活に密着した手
話を学びませんか。（通訳者を目指
すものではありません。） 
期間　平成24年5月8日（火）から 
 　　平成25年3 月26日（火）の 
 　　毎月第2・3火曜日　 
 　　午後1時30分～3時30分 
場所　小川総合福祉センター 
　　　すこやか共生館 
対象者　聞こえない人、それを支え
る人 
会費　1,300円（教材費） 
定員　10名 
申込締切　5月2日（水） 
申込・問い合わせ　中途失聴・難聴
者の会「とちの葉」磯島 
FAX・☎0287－28－1393（電話は夜のみ） 

任意予防接種の費用を助成します 


