
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 企画番組
13:30

文字放送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
（7/23～7/29は18:30開始）

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 企画番組
22:30 文字放送
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

　県政の課題などについて、県民の
皆さんと知事が直接話し合うフォー
ラムを開催します。
期日　8月25日（土）
午後１時30分～（2時間程度を予定）
場所　那珂川町小川総合福祉センター
応募資格　県内に在住、通勤・通学
している方
定員　約100名
応募方法　住所、氏名、年齢、電話
番号、性別、職業（学校名）を明記
の上、はがき、FAX、Ｅメールで応
募願います。
締切　8月10日（金）当日消印有効
その他　乳幼児のための託児室（無
料）を設置いたしますので、ご希望
の方はその旨記載願います。
申し込み・問い合わせ　県広報課
（〒320－8501　住所記入不要）

☎028－623－2158
FAX028－623－2160

Eメールkocho@pref.tochigi.lg.jp

期日　9月2日（日）
会場　那須小川ゴルフクラブ
参加資格　町内に在住・勤務する方。
　　　　　または、町出身者。
募集人員　160名（先着順）
参加費　2,000円
プレー費　9,500円
（乗車カートセルフ・昼食付）
申し込み　申込書と参加費を添え
て、8月2日（木）までに生涯学習
課または、馬頭図書館へ申し込んで
ください。（※馬頭図書館は、月曜
日、月末日、祝日休館）
問い合わせ　生涯学習課

☎0287－96－2116

　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６月末まで
に執行した17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。
執行状況　　・４月　４件
　　　　　　・５月　６件
　　　　　　・６月　７件
問い合わせ　総務課管財係

☎0287－92－1111

開講講座（８講座）
①古代東山道を歩く　②English 
for your life　③製菓（ふわふわシ
フォンとガレット）④被服（はじめ
ての玉ねぎ染め）⑤雅印を作ろう
（篆刻）⑥カンタン陶芸自由自在　
⑦楽しく科学しよう！ ⑧初めての
『能』楽しい謡曲・仕舞
講師　さくら清修高等学校職員等
開講期間　
９月 22 日（祝土）～ 11 月 17 日（土）
※　詳細については、さくら清修高
等学校のホームページで確認又は直
接学校にお問い合わせください。
場所　さくら清修高等学校内
募集期間　
７月１日（日）～７月31日（火）
申込方法
（電話・窓口）
平日の8時30分～午後5時まで　　
（はがき・ＦＡＸ）住所・氏名・電
話番号・受講講座名を明記
申し込み・問い合わせ
〒329－1311　さくら市氏家2807
さくら清修高等学校　　

☎028－682－4500
FAX 028－682－0358

那珂川町ケーブルテレビ
番組タイムスケジュール

「第九」を歌ってみませんか。初め
ての方でも、楽しく歌うことができ
ます。
演奏会　12月9日（日）
会　場　あじさいホール
対象者　中学生・高校生以上の方

※中学生・高校生の場合は、練習
時等に保護者の送迎が必要。

練習日　男性 ７月18日（水）より
※毎週水曜日

　　　　女性 ７月20日（金）より
※毎週金曜日

練習時間　午後7時30分～9時
練習場所　あじさいホール
会費　年5,000円（一般）
　　　年1,500円（中学・高校生）
申し込み・問い合わせ
　那珂川町第九を歌う会事務局
　　☎0287－92－2473（吉成）
　　☎0287－92－5687（益子）
　　☎0287－96－2116（生涯学習課）

日時　7月29日（日）
　　　10時30分～12時
会場　矢板市文化会館　
定員　1,000人
対象　小学生、保護者、関係機関・
団体等（参加資格、条件等なし）
なお、小学生は保護者同伴。保護者
のみの参加も可能。申込不要。
内容　
・教育内容、学校生活の概要について
・平成25年度入学者選考等について
その他　

学校見学会を8月22日（水）、
8時30分～11時30分に実施しま
す。（上ばきをご持参ください）

※会場は駐車場の限りがありますの
で、相乗りやバス利用などの配慮を
お願いします。
主催・問い合わせ
矢板東高等学校附属中学校

☎0287－43－1243

　福島第一原子力発電所事故に伴う
放射性物質の拡散により、米等の放
射性物質の吸収を抑制する対策とし
て加里質肥料の施用が有効であるこ
とから、施用される方の加里質肥料
購入費の一部を補助いたします。
●補助対象　塩化加里、硫酸加里
●対象作物　水稲、大豆
●補助対象期間　平成24年4月1日
～平成24年9月30日に加里質肥料
を購入した方
●補助額　加里肥料1袋（20kg）
あたり210円
問い合わせ　農林振興課　

☎0287－92－1113

　ホンモロコの養殖を始めたいと
思っている方を対象に、養殖場見学
会を開催します。
開催日時　　８月８日（水）
　　　　　　午前９時～午前11時
集合場所　馬頭高校水産科実習場
見学圃場　　

久那瀬ホンモロコ養殖組合養殖場
申込締切　７月31日（火）
申込先　農林振興課　　　

☎0287－92－1113

　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
ス事業を今年度も実施します。
　世帯の状況・寝具の種類により、利
用限度額・自己負担額が異なります。
　申請後、契約店舗の利用券が交付
されます。
利用期間　平成25年3月31日まで
申し込み・問い合わせ
健康福祉課　☎0287－92－1119

開催日時　８月31日（金）
　　　　　午前9時～午後5時
場所　栃木県庁本館６階会議室１
申込方法　　所定の受講申請書に
必要事項を記入し、最寄りの土木事
務所屋外広告物担当窓口へ持参し
てください（郵送での受付はでき
ま せ ん ） 。 申 請 書 は 、 各 土 木 事
務所窓口又は県都市計画課のホー
ムページ「屋外広告物」（http://
www.pref.tochigi.lg.jp/h08/town/
machidukuri/keikan/071.html）か
らダウンロードできます。
講習過程等の詳細は下記までお問い
合わせください。
問い合わせ　
栃木県県土整備部都市計画課　

☎028－623－2463
烏山土木事務所保全部
（那須烏山市中央1-6-92）

☎0287－83－1322

ベートーヴェン交響曲第９番
を合唱しよう！

放射性物質の吸収を抑制する
加里質肥料の購入費補助

ホンモロコ養殖場見学会
のお知らせ

入札結果を公表しています 「とちぎ元気フォーラムin那珂川」
開催のお知らせ

第７回町民ゴルフ大会
開催のお知らせ

矢板東高等学校附属中学校
学校説明会のご案内

ケーブルテレビ企画番組内容

ねたきり老人等寝具洗濯サービス

平成24年度
屋外広告物講習会のお知らせ

平成24年度アカデミアとちぎ推進
事業（とちぎ県民カレッジ講座）
「知らない自分に出会う～　　
　　　さくら清修公開講座３」

1819 広報なかがわ　平成24年7月10日広報なかがわ　平成24年7月10日

★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

19：00～（7/23～7/29は18:30開始）
日　付 番　組　名

7/16～7/22 イアン‘S  キッチン

 7/23～7/29 民謡連合会発表会

7/30～8/5 Ｈｅｌｌｏ！！元気っこ

8/6～8/12 みんなで子育て
わんぱく広場

食品等に含まれる放射性物質
簡易検査について

受付時間
受付場所
※「予約制」

対象者
対象品

問い合わせ
0287－92－1112
0287－96－2111

お知らせ お知らせ


