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　とちぎジョブモールからキャリアカ
ウンセラーが派遣され、就労相談、適
正職業診断、キャリアカウンセリング
など、仕事に関する相談会を実施しま
す。予約制ですので、事前に予約の上
ご参加ください。
日時　７月６日（金）
　　　午後１時～午後４時（要予約）
場所　馬頭総合福祉センター研修室
予約受付期間　
　　　6月11日（月）～6月29日（金）
申し込み
商工観光課　☎0287－92－1116

　平成24年度の自動車税の納税は
お済みですか？
　納期限（５月31日）が過ぎましたの
で、お忘れになっている方は、至急納
税してください。
　納税されませんと督促状が送付さ
れ、延滞金もかかります。
　また、督促状を発してから10日を
経過しても完納しないと、差押などの
滞納処分を受けることになります。
問い合わせ　矢板県税事務所収税課

　☎0287－43－2171

　女性の声を政策決定過程に反映さ
せ、女性の審議会等への参画を支援
する講座を実施します。
期間　７月14日～11月17日（全８回）
対象　審議会等に参画する意欲の
ある女性
内容　講義やグループワークを通し
て論理的思考、合意形成力等を身に
つけます。
申込締切　6月23日（土）
申し込み・問い合わせ　
パルティとちぎ男女共同参画センター

☎028－665－8323

日時　①７月３日（火）
　　　②８月７日（火）
　　　午後1時30分～午後3時頃
場所　那珂川町健武、有機栽培農場
内容　野菜多品目有機栽培のほ場
見学、有機栽培のポイントや取組経
過について
参加費　無料
申込期限　①６月25日（月）
　　　　　②７月30日（月）
申し込み・問い合わせ
塩谷南那須農業振興事務所
経営普及部　☎0287－43－2318

　身体の障害について医学的な相
談・判定が無料で受けられます。（要
予約）
日時　７月４日（水）
　　　午後２時～４時
場所　那須烏山市保健福祉センター
相談内容　肢体不自由（整形外科）
申し込み　健康福祉課

☎0287－92－1119

　「現況届」の提出はお済みですか？
６月は、毎年一斉による現況届提出
の月です。
　まだ、お済みでない方は期限まで
に提出されますようお知らせします。
提出期限　６月29日（金）
提出先
●農業委員会(山村開発センター３
階) または建設課(山村開発セン
ター１階)
●総合窓口課 (小川庁舎１階)
※なお、受給開始１年未満の方は
翌年からです。
問い合わせ
農業委員会　☎0287－92－1185

※6/25～7/1は、18：30放送開始
日　付 番　組　名

6/11～6/17 みんなで子育て
わんぱく広場

 6/18～6/24 小川中学校体育祭

6/25～7/1 町青年海外体験学習
ホースヘッズ村

7/2～7/8 健康なかがわ２１

7/9～7/15 未来へ ～私たちの夢～

那珂川町ケーブルテレビ
番組タイムスケジュール

　町公式ホームページにおいて、平
成24年度からの入札結果を公表して
います。なお、今回は４月に執行した
４件の公表でありますが、随時更新し
ていきます。
　閲覧方法は、町公式ホームページ
上の「入札・契約」からご覧いただけ
ます。
問い合わせ　総務課管財係

☎0287－92－1111

　
　男性と女性が、職場で、学校で、地
域で、家庭で、それぞれの個性と能力
を発揮できる「男女共同参画社会」の
実現のためには、県民のみなさん
一人ひとりの取組が必要です。
　私たちのまわりの男女のパート
ナーシップについて、この機会に考え
てみませんか？
◇内閣府男女共同参画局ホームページ
　 http://www.gender.go.jp/

○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（那珂川町小川３７８９）
入館料　一般100円、学生50円
　　　　中学生以下は無料
休館日　月曜日
問い合わせ　
県立なす風土記の丘資料館

　☎0287－96－3366

テーマ　『「家族の日」に家族と食べ
る楽しいごはん』
ポイント　①家庭の日に家族と食べ
るメニューに適しているか。
②野菜が１食100ｇ以上入っているか。
③１時間以内で作れるか（白飯の炊
飯時間はのぞく）。
④栄養のバランスがとれているか。
⑤身近で、一般的に買うことのできる
材料を使っているか。
対象者　町内在住の小学４、５、６年
生で、個人もしくは２人組（うち１人は
必ず４～６年生であること）で、９月
１日（土）の２次審査に参加できる方
応募締切　７月19日（木）
問い合わせ・応募先　
那珂川町食生活改善推進団体連絡
協議会事務局（健康管理センター内）

☎0287－92－1188

　大田原赤十字病院（移転後：那須
赤十字病院）の移転にあわせて、大田
原市営バスは次のとおり運行ルート
の変更と時刻の改正を行います。
１、変更及び改正日　７月３日（火）
２、ルートを変更する路線
　　大田原市内循環線
３、時刻を改正する路線
・大田原市内循環線　
・那須塩原駅線　・黒羽線
・金田方面循環線　・湯津上線
　※変更の詳細は下記まで。
問い合わせ　
大田原市市民生活部
生活環境課交通対策係

☎0287－23－8832

日時　７月23～27、30、31日
　　　８月１～３日（10日間）
　　　午前10時～午後4時
会場　栃木県障害者保養センター
　　　那珂川苑（那珂川町小口1728）
講習内容　襖、障子、網戸の張り替え
等住宅メンテナンスに関する技術
対象者　55歳以上の就職・就業の意
欲のある栃木県内在住でハローワー
クに求職登録を済ませている方
募集人員　20名
受講料　無料（テキスト代も無料）
申込締切　7月12日（木）必着
申込方法　所定の申込用紙により郵
送又はFAXで下記まで。
申し込み・問い合わせ　
栃木県シルバー人材センター連合会

☎  028－627－1179
FAX 028－627－2522

○全国一斉「子どもの人権110番」
電話相談開設
いじめや虐待など、子どもの人権問題
に関する相談に応じます。
期間　６月25日（月）～７月１日（日）
時間　午前8時30分～午後7時
　　　（土日は、午前10時～午後5時）
実施機関　宇都宮地方法務局　

栃木県人権擁護委員連合会
全国共通番号（フリーダイヤル）

☎0120－007－110

入札結果を公表しています子どもの料理コンクール募集

大田原市営バス運行ルート
時刻変更のお知らせ

有機農業見学会参加者募集 とちぎジョブモール巡回相談会
が実施されます

忘れていませんか？
あなたの自動車税（県税）

「とちぎ女性政策塾」
受講者募集

６月23日から29日は
「男女共同参画週間」です

栃木県立なす風土記の丘資料館
春季企画展・イベントのご案内

ケーブルテレビ企画番組内容

栃木県シルバー人材センター連合会
建物内装技能講習・職場体験

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間

身体障害者巡回相談を実施

農業者年金を
受給されている方へ
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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


