
　スポーツカーの組み立てとテスト走

行をします。

■日時／５月２５日（土）午前１０時～１２時

■場所／農業者トレーニングセンター

体育ホール

■講師／ジェイスピード　植木孝英さん

■対象／町内在住・在学の小学１年生

～６年生と保護者（小学生のみの参加

も可能）

■費用／一人２００円

■定員／先着４０人

■締切／５月１８日（土）（日・月・祝日休館）

　町ゴルフ連盟では、下記のとおり大

会を開催します。連盟会員でない人も

会員に登録して参加してみませんか。

■開催日／６月２日（日）

■会場／芳賀カントリークラブ

■費用／１３，０００円（プレー費、昼食、

商品代、パーティー代含む）

■締切／５月２３日（木）

　地域活性化のための団体活動の在り

方について学び、社会参画に必要なス

キルの向上を図り、指導者としての資

質の向上を目指す研修です。

■日時／６月～８月の６日間

■場所／県総合教育センターなど

■締切／５月１４日（火）

　栃木県では、県民の皆さんの意識や

ニーズを把握し、県政に反映させるた

め、インターネットを利用した県政に

関するアンケートにご協力いただける

人を募集しています。

　県内在住の満１６歳以上で、月１回

のアンケートに協力可能な人は、県

ホームページからお申し込みください。

　栃木県と浙江省との懸け橋になって

みませんか。

■派遣期間／平成２５年９月～平成２６

年２月（６カ月間）

■派遣先／中国浙江省杭州市

■研修内容／
●浙江大学国際教育学院の中国語・中

国文化進修過程（半年）で中国語など

募　集

　手軽にできるニュースポーツによる

レクリエーション大会を開催します。

ふるってご参加ください。

■日時／６月１６日（日）８：３０～

※雨天時は屋内種目のみ

■場所／第２体育館、芳賀中第２運動

場

※申込方法など詳細はお問い合わせく

ださい。

　親同士が交流しながら子育てに必要

なスキルなどを学ぶ「親学習プログラ

ム」を効率的に活用できる指導者を養

成する研修です。

■日時／６月～９月の４日間

■対象／家庭教育支援に関心がある人

■場所／県総合教育センター

■締切／５月１７日（金）

町民スポーツ・レクリエーション大会
参加者募集
武道館　　　　【☎ 028(677)5155】

■研修先／イタリア・オランダ・フラ

ンス

■研修期間／平成２５年９月２３日（月）

～１０月２日（水）（１０日間）

■対象／平成２５年現在で町内で就農

している２０歳～３９歳の人

■内容／大規模経営農家などの視察、

農業行政視察、農産物生産流通システ

ム視察、スローフード研修、農業後継

者との意見交換会

■負担金／１２３，５００円

■締切／６月１４日（金）

栃木県青年農業者
海外派遣研修生募集
農政課農業振興係【☎ 028(677)1110】

親学習プログラム指導者研修
参加者募集
町民会館　   　【☎ 028(677)0009】

女性教育指導者研修参加者募集
町民会館　　　【☎ 028(677)0009】

第１８回芳賀町ゴルフ連盟
ゴルフ大会参加者募集について
役場企画課内　山本　
【☎028(677)6099/FAX028(677)3123】

　人間性豊かで地域に貢献する青年

リーダーや女性リーダーになるための

研修を開催します。

　県内各地から集まった仲間ととも

に、コミュニケーション力、プレゼン

テーション力などリーダーに必要な基

本的能力を学ぶほか、地域の課題につ

いてグループワークを行い、課題解決

とちぎ次世代人材づくり2013
参加者募集
町民会館　   　【☎ 028(677)0009】

力をはぐくみます。

■日時／平成２５年７月～平成２６年２

月の１１日間

■場所／パルティなど

■募集対象／青年リーダー部門：原則

満１８歳以上４０歳未満の男女（全日制

高校生を除く・県外学生を含む）、女

性リーダー部門：原則満３０歳以上６６

歳未満の女性

■研修費用／無料（一部個人負担あり）

■締切／５月２４日（金）

　太陽の下で、地域の人やお友達と一

緒に野菜づくり。普段食べているもの

を自分たちで育ててみよう！！

■日時・内容／

①６月  ８日・開講式、　

   トウモロコシの種まき

②６月１５日・サツマイモの植え付け

③７月 ６日・トウモロコシの草取り

④８月１７日・トウモロコシ収穫祭

⑤９月 ７日・大根種まき

⑥１０月１９日・サツマイモ収穫祭

⑦１１月３０日・大根収穫祭

⑧３月１５日・閉講式、草もちづくり

すべて土曜日午前中

■場所／上延生めぐみ農園ほか

■対象／町内在住、在勤者

■費用／材料費などかかる場合あり

■定員／先着３０家族

■締切／５月１８日（土）（日・月・祝日休館）

　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

買い物の機会にお酒売場の未成年者飲

酒防止のための表示状況などを確認

し、税務署に連絡していただく「酒税

販売管理協力員」を募集しています。

国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）

　ＥＭ菌を使用すると生ごみを優良な

たい肥にすることができます。生ごみ

のたい肥化を家庭で実践したい人は、

ぜひ応募してください。

■募集期間／５月７日（火）～２０日（月）

※詳しい日程は後日、申込者に連絡します。

太陽のめぐみ教室参加者募集
祖母井分館　　【☎ 028(677)0132】

宇都宮税務署酒類指導官　　
　　　　　　   【☎ 028(621)2249】

平成２５年度酒税販売管理協力員
の募集

祖母井分館　　【☎ 028(677)0132】

冒険チャレンジクラブ『スポー
ツカーを作ろう！』参加者募集

環境対策課環境対策係　　
　　　　　　  【☎ 028(677)6041】

ＥＭ生ごみたい肥化モニター募集 県国際課　　  【☎ 028(623)2195】

浙江省友好交流員募集

とちぎネットアンケート協力者募集
県広報課　　　【☎ 028(623)2158】
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■締　切／５月１２日（日）

パウンドケーキ作り

■日　時／６月 ２ 日（日）１０：００～１２：００

■参加費／１，５００円

■定　員／１０人

■持参物／エプロン・三角巾

■締　切／５月２６日（日）

飾り巻き寿司

■日　時／５月１８日（土）１０：００～１２：００

■参加費／１，８００円

■定　員／１２人

■持参物／エプロン・三角巾

■締　切／５月１２日（日）

アレンジメント教室

■日　時／５月２６日（日）１０：００～１２：００

■参加費／３，０００円

■定　員／１２人

■持参物／はさみ

■締　切／５月１９日（日）

韓国料理

■日　時／６月 ８  日（土）１０：００～１２：００

■参加費／１，８００円

■定　員／１２人

■持参物／エプロン・三角巾

■締　切／６月 ２ 日（日）

　つくしんぼ教室は卵・乳・小麦など

を使わないお料理を学ぶ教室です。

■日時／５月１２日（日）１０：００～１３：００

■場所／生涯学習センター

■講師／河田裕子氏（栃木県食物アレ

ルギーを考える親の会「たにしの会」

代表）

■参加費／１回１，０００円

■締切／５月７日（火）

　粘土をこねて作品をつくろう

■日時／６月１日（土）成形と素焼・

７月６日（土）絵付け・８月３日（土）

完成　各日９：００～１２：００

■参加費／３００円

■募集対象／町内小学生とその保護者

■定員／１６人

■場所／生涯学習センター

■持ち物／エプロン・上履き・三角巾・

タオル

■締切／５月２５日（土）

　ＮＨＫ学園では、生涯学習通信講座

の受講者を募集しています。まずは無

料の案内書をご請求ください。

を学習する
●現地活動を通して中国（浙江省）の

歴史・文化・経済などについてのテー

マを自主研究する

■経費負担／浙江省が授業料・住居費・

生活費（一部）を負担

■募集人数／１人

■応募資格／次の要件をすべて満たす

こと
●満２０歳以上４０歳以下の県内居住者

（県内居住者の子弟で通学のため県外

に住所がある場合も可）
●日常生活に必要な中国語ができること
●研修終了後、将来継続的に本県の国

際交流事業に協力すること

■締切／平成２５年５月２４日（金）

　与能出身のプロボクサー元東洋太平

洋チャンピオン赤穂亮選手の復帰戦が

次のように決定しました。応援ツアー

を企画しましたので、参加してください。

■期　日／６月１日（土）

■会　場／後楽園ホール

　　　　　（東京都文京区）

■交　通／町有バス使用

■定　員／３５人（先着順）

■締　切／５月２０日（月）

■その他／参加費、出発時間などの詳

細は後日参加者あて通知します。

文学・歴史散歩の集い（春の歴史散歩）

「宇都宮の三つの城めぐり」

■日時／５月２３日（木）８：００

            町民会館集合、８：３０出発

■場所／宇都宮市内

■参加費／３，０００円（昼食代含む）

■定員／先着３２人

■締切／５月１０日（金）（日・月・祝休館）

美味しいお茶会レシピ

■日　時／５月１４日（火）１０：００～１２：００

■参加費／１，５００円

■定　員／１５人

■持参物／エプロン・三角巾

■締　切／５月 ７ 日（火）

そば打ち体験

■日　時／５月１９日（日）９：３０～１２：００

■参加費／２，０００円

■定　員／１０人

■持参物／エプロン・三角巾

大島　華
　か れん 

蓮 （　　　）西水沼正　規
宏　美

綱川　友
ゆうすけ

介 （　　　）八ツ木勝　徳
紗　弥

川俣　雄
ゆうせい

聖 （　　　）下高根沢徹　也
亜矢子

阿久津來
らい む 

夢 （　　　）稲毛田真　也
朱　美

美濃山さくら （　　　）八ツ木　径
有　子

塙　　絢
あおい

葵 （　　　）祖母井浩　一
美　樹

浅山　杏
あん り 

莉 （　　　）西高橋義　治
江　美

伊藤姫
ひ め あ

萌愛 （　　　）西高橋将　也
愛　美

三ツ木孝
こうめい

明 （　　　）稲毛田雄　一
史　恵

川　陽
ひ と み

都 （　　　）東水沼真　徳
絵　美

岡野真
ま な と

己叶 （　　　）上延生直　也
美　和

益子　　照 (92) 西高橋 ３/ ９

荒井　ミチ (91) 与　能 ３/１４

菱沼眞一郎 (86) 祖母井 ３/１１

七井　靖男 (68) 与　能 ３/１６

田代　信雄 (89) 下高根沢 ３/１８

横田　ヨシ (81) 祖母井 ３/２４

菅谷　光枝 (92) 西高橋 ３/２７

山本　　力 (53) 稲毛田 ３/２８

古谷きみ代 (84) 祖母井 ３/２９

３月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

プロボクサー赤穂亮選手応援
ツアー参加者募集
役場企画課内　山本　
                    【☎028(677)6099】

大谷津　崇・水沼　茜  

  芳志戸

小野口裕介・大島安津紗 

上稲毛田

小竹　智章・野澤枝里子 

東水沼

持田　和彦・田中　明子 

西水沼

野口　聡司・成田　知穂 

祖母井

講座・教室
ボランティア友の会講座
生涯学習センター【☎ 028(677)0306】

水橋分館　　　【☎ 028(678)0004】

陶芸教室

道の駅はが講座
道の駅はが      【☎ 028(677)6000】

NHK学園通信講座受講者募集
ＮＨＫ学園【☎ 042(572)3151(代表 )】
　　　　　案内書請求フリーダイヤル
　　　　　【☎ 0120(06)8881】

つくしんぼ教室
河田裕子　　  【☎ 090(5400)1189】

2013.5 18広報はが




