
日時　６月３日（日）
　　　午後2時30分～3時30分
場所　那須烏山市烏山公民館
演題　「この地で健やかに・楽しく生
きるために～疫学の立場から」
講師　自治医科大学　地域医療学セ
ンター　教授　中村好一先生
対象者　どなたでも自由にご参加く
ださい
受講料　無料
主催　南那須地域医療を守る会
問い合わせ　健康福祉課

☎0287－92－1119

　県では、平成24年５月から、県内４
か所の労政事務所で働く人のメンタ
ルヘルス相談を実施します。
予約受付　８時30分から17時15分
まで（相談希望日の３日前までに要
予約）
相談形態　面接相談（電話による相
談は受け付けていません）
　※相談日は変更になることがあり
ますので、詳細は各労政事務所へお
問い合わせ下さい。

相談
場所

宇都宮
労政事務所

大田原
労政事務所

相談日 毎月
第２金曜日

毎月
第３水曜日

相談
時間

13時30分～
16時30分

13時30分～
16時30分

予約先 028-626-3053 0287-22-4158

内容　BROWN　BLESSED　VOICE
によるゴスペルコンサート
日時　6月9日（土）開場　午後2時
会場　とちぎ福祉プラザ　
申し込み・問い合わせ　
栃木いのちの電話事務局　

☎028－622－7970

時　間 番　組　名
5:30 NewsなかがわＴＯＷＮ
6:00 文字放送
7:00 NewsなかがわＴＯＷＮ
7:30 文字放送
8:00

アグリネット
8:30
9:00 NewsなかがわＴＯＷＮ
9:30 文字放送
10:00

栃木県提供番組
10:30
11:00 NewsなかがわＴＯＷＮ
11:30

文字放送
12:00
12:30 NewsなかがわＴＯＷＮ
13:00

文字放送
13:30
14:00
14:30
15:00 NewsなかがわＴＯＷＮ
15:30

文字放送
16:00
16:30
17:00
17:30 植物の世界
18:00 サイエンスCH
18:30 都市づくりを考える
19:00 企画番組
19:30 NewsなかがわＴＯＷＮ
20:00

栃木県提供番組  
20:30
21:00 サイエンスCH
21:30 NewsなかがわＴＯＷＮ
22:00

文字放送
22:30
23:00 NewsなかがわＴＯＷＮ
23:30

文字放送0:00
0:30
1:00 NewsなかがわＴＯＷＮ

朝まで 文字放送

・配付期間　 6月1日、4日～7日
・配付場所　上下水道庁舎（久那瀬）
・配付個数　１世帯２個まで
○その他のお知らせ　

　５月分の使用水量・料金のお知ら
せから、下水道料金も表示されること
になりました。
問い合わせ　上下水道課

　　　　☎0287－92－2002

　 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　　６月12日（火）
　　　　　　午前９時～午後４時
　　　　　　※午前8時50分集合
集合場所　ＪＡなす南本店　
交　通　ワゴン車で各ほ場を回る。
見学農家 　 夏 秋 な す ・ 中 山 か ぼ

ち ゃ ・ 加 工 用 ト マ ト ・ プ ラ
ム・スカシユリの生産農家

参 加 費　　無料（昼食あり）
申込締切　　６月７日（木）
申し込み・問い合わせ
ＪＡなす南営農部園芸課
　　　　　　☎0287－96－6170
農林振興課　☎0287－92－1113

　 関 東 信 越 国 税 局 で は 、 ス ー
パー、コンビニエンスストア、酒
販店などへの買い物の機会を利用
してお酒売場の未成年飲酒防止の
ための表示状況等を確認し、税務
署に連絡していただく『酒類販売
管理協力員』を募集しています。
※応募方法、募集期間、委嘱期間
等、詳しくは国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp）をご覧く
ださい。
問い合わせ　
宇都宮税務署酒類指導官　
☎028（621）2249（ダイヤルイン）

●春季企画展
「那須の発掘物語－発掘調査でわ
かったこと－那珂川町の遺跡から」
これまでに発掘調査で明らかになっ
た、那珂川町の浄法寺遺跡（旧小川
町）、古館遺跡・三反田遺跡（旧馬頭
町）を紹介し、出土品を展示します。
会期　6月17日（日）まで
開催場所　県立なす風土記の丘資料館
要入館料
●開館20周年記念講演会
日時　5月13日（日）
午後1時30分～3時30分
講師　鏑木理広氏（県立さくら清修
高等学校）
●考古学講座（第1回）
「浄法寺遺跡の発掘調査」
日時　５月19日（土）
　　　午後1時30分～3時30分
講師　塚本師也氏（（財）とちぎ未来
づくり財団 埋蔵文化財センター）
●考古学講座（第2回）「古館遺跡・
三反田遺跡の発掘調査」
日時　６月９日（土）
　　　午後1時30分～3時30分
講師　初山孝行氏(（財）とちぎ未来
づくり財団 埋蔵文化財センター）
※講演会および考古学講座は資料館
講堂（那珂川町小川3789）で開催し
ます。各定員は60名、参加費は無料
です。
申し込み・問い合わせ　
県立なす風土記の丘資料館　

☎0287－96－3366

日時　６月24日（日）荒天中止
出発時間　午前５時
集合場所　総合体育館
コ ー ス　那須方面
大峠林道→鏡ヶ沼→三本槍→清水平
→赤面山
参加人数　20名
　　　（定員になり次第締切ります。）
参加費　1,000円
申し込み　６月８日（金）までに、小
川庁舎２階生涯学習課または、馬頭
図書館へ。
問い合わせ　生涯学習課スポーツ振
興係　 ☎0287－96－2116

～さあ今日も 水と元気が蛇口から～
　ライフラインとして重要な役割
を果たしている水道について、よ
り理解や関心を深めていただくこ
とを目的としています。
　普段、何気なく使っている水道
の大切さをこの機会に考えてみま
しょう。
　皆様のご家庭内の給水管が破損
し、漏水していると、大切な水の
無駄づかいになってしまいます。
　漏水の早期発見・修理にご協力
をお願いいたします。
○漏水点検をしてみましょう！　

　 ご 家 庭 の 蛇 口 を す べ て 閉 め 、
メーター器を確認してください。
パイロットランプ（銀色）が回っ
ていたら漏水と思われます。町指
定業者に連絡し、すぐに修理して
ください。
　なお、町で管理するのは水道本
管です。それ以外は、所有者又は
使用者の管理となります。何か不
明な点は、上下水道課まで問い合
わせください。
○水道週間サービス　　　　　　

　上下水道課では、水道週間に合
わせて修理用の蛇口コマが必要な
方に、無料でコマの配布を行います。

日　付 番　組　名

5/14～5/20 花の風まつり
総集編

5/21～5/27 大那珂川人
（富山・高野孝雄さん）

5/28～6/3
那珂川町
スポーツ少年団紹介 
～小川卓球～

6/4～6/10
那珂川町
青少年海外体験学習 
～inホースヘッズ村～

那珂川町ケーブルテレビ
番組タイムスケジュール

　防災に関する学習を「県民カレッジ
主催事業」として提供し、防災意識の
高揚を図り、防災について学んだ成
果を地域活動のきっかけとする講座
です。
日時　６月２日（土）　
　　　午後１時から（受付）
会場　矢板市文化会館小ホール
対象者　一般県民約150名
講座内容　
○基調講演　
　演題「東日本大震災をのりこえて
～３．11から変わったもの変わらない
もの～」
　講師　聖徳大学生涯学習研究所
長・聖徳大学教授　福留　強　氏
○事例発表～シンポジウム
　コーディネーター：聖徳大学教授　
　　　　　　　　　福留　強　氏
　講師：元宮城県気仙沼市役所職員 
　　　　庄司　幸夫　氏
申込期限　５月25日（金）
申し込み・問い合わせ
塩谷南那須教育事務所ふれあい学習課

　☎0287－43－0176

期日　９月30日（日）
　　　午前８時30分から

（小雨決行、荒天の場合は中止）
会場　栃木県総合運動公園等
競技種目　陸上競技、水泳、
　　　　　アーチェリーほか
対象者　平成24年４月１日現在で
満12歳以上の県内に居住する身体
障害者及び知的障害者
申込期限　６月１日（金）
申し込み　
健康福祉課　☎0287－92－1119
小川庁舎総合窓口課　

☎0287－96－2111
問い合わせ　
栃木県障害者スポーツ協会　

☎028－624－2761

「県民カレッジ」
防災学習事業参加者募集

第８回町民登山
参加者募集

ケーブルテレビ企画番組内容

園芸作物ほ場見学会
参加者募集

働く人のメンタルヘルス相談
のお知らせ

平成24年度酒類販売管理協力員
の募集について

皆が健やかに生きるための講演会
開催のお知らせ

６月１日から６月７日は
水道週間です

春季企画展・イベントのご案内

第８回
栃木県障害者スポーツ大会　

参加選手募集

栃木いのちの電話
チャリティーコンサート

のご案内
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★お知らせ★
4/1より運営は指定管理者に移行
問合先は 0120-227-445に変更
サービス内容は変更ありません
よろしくおねがいします

お知らせ お知らせ


