
子ども用品リサイクル販売（会員以外も

購入可）

■日時／６月１日（土）～７日（金）

月～金曜日１０：００～１６：００

※７日（金）は１３：００まで

土・日曜日１０：００～１５：００

■場所／ぴよぴよ

お誕生会

■日時／６月２４日（月）１１：３０～

■場所／ぴよぴよ

Teaサロン

■日時／毎週火・金曜日１０：３０～

１５：３０（ラストオーダー１５：００）

■場所／ぴよぴよ

ひととき保育（託児）

■日時／応相談１０：００～１６：００

■場所／ぴよぴよ

おでかけクラブ（作新大学）

 ６ 日（木）１０：２０～１１：３０

みなみ子育てサロン（西高橋改善センターほか）

１０日（月）・２４日（月）１０：００～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者）

１８日（火）１０：３０～１１：３０

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）

 ５ 日（水）１０：３０～１１：４５

きりんクラブ・ぷち（２歳以上児と保護者）

１２日（水）１０：３０～１１：４５

きりんクラブ（２歳以上児と保護者）

１９日（水）１０：３０～１１：４５

うさぎクラブ（親子運動あそび）

２６日（水）１０：３０～１１：４５

ママずトーク（NPプログラム）

１４日（金）・２１日（金）・２８日（金）

１０：００～１２：００

はじめてのベビーマッサージ　

４日（火）・１１日（火）・１８日（火）・２５日（火）

１３：３０～１４：３０

　取り引きや証明などに使用している

はかり（家庭用を除く）は、計量法の

規定により２年に１回の定期検査を受

けなければなりませんので、次の日時

に検査を受けてください。詳細はお問

い合わせください。

■日時／６月２１日（金）

１０：００～１２：００、１３：００～１５：００

■場所／役場北側車庫棟

■対象／①商店、事業所、農家などに

ある商売用はかり②病院、薬局などの

業務用はかり、③おもり、分銅

　県食生活改善推進団体連絡協議会で

は、『作ってみよう！野菜たっぷり　

もりもりごはん』をテーマに、子ども

たちが「食」に対する理解と関心を深

める一助として、料理コンクールを開

催します。

■応募資格／小学４・５・６年生の個

人または２人組

■応募方法／学校を通して配布される

応募用紙に、必要事項を記入し、町食

生活改善推進員会事務局（健康福祉課

健康係）へ提出

■締切／７月１０日（水） 

　自動車税の納期限（５月３１日）が

過ぎましたが、納税がお済みでない人

はすみやかに納税をお願いします。７

月に督促状発送後、差し押さえなどの

処分を行うことがあります。

　資源物回収団体がエコステーション

を設置する際に補助金を交付します。

　詳しくは町ホームページをご覧になる

か環境対策課にお問い合わせください。

■補助金額／事業費の１/２以内（上限

２００,０００円）

　井戸から汲み上げた地下水の検査に

対して補助金を交付します。

　詳しくは町ホームページをご覧になる

子育てガイド
子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）
　  　　　　　【☎ 028(677)0110】

子育て支援センターあっとほーむ
あっとほーむ（生涯学習センター内）
　  　　　　　【☎ 028(677)8400】

●小中学校などの放射線量測定結果（放射線量モニタリングシステムの計測値）

◆測定日時：５月１７日（金）１４：００

現在、国は空間放射線量

の基準を毎時０．２３マイク

ロシーベルト（地上１ｍ

で測定）としています。

町の空間放射線量につい

ては、いずれの測定値も

基準値を下回っています。

環境対策課環境対策係　  【☎ 028(677)6041】

芳賀町内空間放射線量の測定結果

調査場所
測定値（μSv/h）
地上高１ｍ

芳賀東小学校（職員室前） 0.061
芳賀北小学校（職員室前） 0.076
芳賀南小学校（職員室前） 0.064
芳賀中学校（職員室前） 0.062
芳賀工業団地管理センター（事務室北側） 0.068

■日時／６月３日（月）・１４（金）

９：００～１２：００・１３：００～１７：００

■場所／役場１階町長室

■日時／６月３日（月）・１８（火）

１３：３０～１６：００

■場所／農業者トレーニングセンター

■日時／毎週火曜日

１３：３０～１６：００（第５週を除く）

■場所／農業者トレーニングセンター

　特例検査を実施します。この機会に、

ご心配な人は検査を受けましょう。

■受付日時／

①６月３日（月）１７：００～１９：００受付

②６月４日（火）   ９：００～１２：３０受付

※予約は不要

■検査場所／県東健康福祉センター

■検査内容／

①６月３日（月）：ＨＩＶ抗体検査・梅

毒検査のみ

②６月４日（火）：ＨＩＶ抗体検査・梅

毒検査・性器クラミジア検査・淋菌検査

※ＨＩＶ抗体検査は感染の可能性が

あってから１２週間以上、梅毒検査は

感染の可能性があってから４週間以上

経過していることが必要です

■料金／原則無料

■そのほか／定例検査は毎週火曜日

９：００～１０：００に実施しています

か環境対策課にお問い合わせください。

■補助金額／事業費の１/２以内（上限

７,０００円）

町長と対話の日
企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】

６月１日～７日はＨＩＶ検査普及週間です
県東健康福祉センター　
                     【☎ 0285(82)3323】

定例相談

行政相談・人権相談
社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

心配ごと相談
社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

計量器（はかり）定期検査
商工観光課商工観光係　
　　　　　　　【☎ 028(677)6018】

自動車税・軽自動車税の納税
は忘れていませんか
自動車　真岡県税事務所収税課　
　　　　　　　　【☎0285(82)2253】
軽自動車　税務課資産税係　
　　　　　　　　【☎ 028(677)6078】

井戸水水質検査費補助金
環境対策課環境対策係　
　　　　　　　【☎ 028(677)6041】

エコステーション整備費補助金
環境対策課環境対策係　
　　　　　　　【☎ 028(677)6041】

子どもの料理コンクール
健康福祉課健康係【☎ 028(677)6042】
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お知らせ

　６月９日（日）は庁舎電気点検のた

め、自動交付機が利用できませんので

ご注意ください。

　平成２５年度の労働保険年度更新の

申告と納付は、６月３日から７月１０日

までです。

　概算・確定保険料の申告・納付は、

栃木労働局労働保険徴収室・労働基準

監督署のほか、日本銀行歳入代理店や

郵便局などでも取り扱っていますの

で、詳細はお問い合わせください。

■振替ができる町税／町県民税（事業

所を除く）、固定資産税、軽自動車税、

国民健康保険税、後期高齢者医療保険

料、介護保険料

■振替日／各納期の末日（納期限の日）

※年税額一括振替の場合は最初の納期

限の日

■利用できる金融機関／足利銀行、栃

木銀行、ゆうちょ銀行、真岡信用組合、

はが野農協

■申込方法／通帳と通帳届出印を持参

し、税務課窓口または指定金融機関に

口座振替依頼書を提出（依頼書は備え

てあります）

　平成２４年中に新築、増築、改築に

より家屋を取得された人には、７月に

不動産取得税が課税されます。納税通

知書が届いた人は、納期限（７月３１日）

までに、最寄りの金融機関・郵便局ま

たは県税事務所窓口で納付をお願いし

ます。

　なお、震災により、被災家屋の所有

者などが代替家屋を取得した場合は、

軽減措置を受けられる場合があります

ので、お問い合わせください。

自動交付機が使えません
住民課住民戸籍係
　　　　　　    【☎028(677)6014】

労働保険年度更新の
申告と納付
栃木労働局労働保険徴収室  
　　　　　　　【☎ 028(634)9113】

６月は「外国人労働者問題
啓発月間」です
ハローワーク真岡 【☎ 0285(82)8655】

納税は口座振替が便利です
税務課納税係   【☎ 028(677)6035】

平成２４年中に家屋を新築な
どされた人へ
真岡県税事務所不動産取得税担当            
　　　　　　　【☎ 0285(82)2136】

　外国人労働者（特別永住者を除く）

を雇用する場合は、その氏名、在留資

格などについてハローワークへ届出が

必要となりますので、事業主の皆さん

はご理解、ご協力をお願いします。

　重度障害者介護料支給制度がありま

す。

■対象者／自動車、オートバイ事故に

より、脳、脊髄、胸腹部臓器を損傷し、

重い後遺障害の程度が「常時要介護」

や「随時要介護」に該当される人

　中学生までの交通遺児のための育成

資金貸付制度があります。

■対象者／保護者の人が自動車、オー

トバイ事故により亡くなられたり、重

い後遺障害を残すこととなったご家庭

の中学生以下のお子様

●インターネット申し込みに関して

　人事院人材局試験課　

　　　　　　　　　【☎ 03(3581)5311】

９：３０～１７：００（土・日・祝日除く）

●上記以外について

　関東信越国税局人事第二課試験係

　　　　　　　　　【☎ 048(600)3111】

９：００～１７：００（土・日・祝日除く）

■受験資格／①平成２５年４月１日にお

いて高校または中等教育学校を卒業し

た日の翌日から起算して３年を経過して

いない人②平成２６年３月までに高校ま

たは中等教育学校卒業見込みの人

■試験の程度／高校卒業程度

■試験日／第一次試験９月８日（日）

■受験申込方法／①インターネット

（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

へアクセス）【期間】６月２４日（月）９：

００～７月３日（水）受信有効　②郵

送または持参（人事院関東事務局へ

提出）【期間】６月２４日（月）～６月

２８日（金）通信日付印有効

　受験には２年以上の調理業務など実

務経験が必要です。詳細はお問い合わ

せください。

■試験日時／８月７日（水）

９：３０～１２：００

■場所／宇都宮短期大学付属高等学校

■願書受付／６月１９日（水）～２１日（金）

　宇都宮財務事務所では、借金問題の

相談を無料でお受けしています。個人

の秘密は固く守られます。一人で悩ま

ないで、まずはお電話ください。

■相談方法／電話または面談

■日時／月～金曜日（祝日を除く）

８：００～１２：００、１３：００～１６：３０

■費用／無料

 

■日時／１０月１３日（日）１０：００～１２：００

■試験会場／宇都宮大学峰キャンパス、

とちぎ健康の森

■申込書配布／①６月１０日（月）から

②町健康福祉課窓口、各健康福祉セン

ター、県庁高齢対策課、とちぎ福祉プ

ラザ、各栃木県シルバー大学校、とちぎ

健康の森

■受付期間／６月２４日（月）～７月１０日（水）

■申込方法／申込書に同封の封筒で簡

易書留にて送付（７月１０日当日消印有効）

■受験料／７，７００円

　町内全域で農作物被害の防止のために、

銃器によるカラスの駆除を行います。危険

ですので近寄らないようお願いします。

■日時／６月２３日（日）４：３０～１６：００

自動車事故（被害・加害を問
いません）に遭われた人へ
ＮＡＳＶＡ自動車事故対策機構栃木支所  
　　　　　　　【☎ 028(622)9001】

国税局税務職員採用試験

交通遺児のための育成資金
貸付制度（無利子）
ＮＡＳＶＡ自動車事故対策機構栃木支所  
　　　　　　　【☎ 028(622)9001】

平成２５年度調理師試験
県生活衛生課　【☎ 028(623)3109】
県東健康福祉センター【☎ 0285(83)7220】

借金問題相談窓口
関東財務局宇都宮財務事務所　　
【☎ 028(633)6294】（多重債務相談専用）

６月２４日（月）～６月３０日（日）
８：３０～１９：００

（土・日は１０：００～１７：００）宇都宮地方法務局

「子どもの人権１１０番」
電話相談【☎ 0120(007)110】
全国一斉強化月間

介護支援専門員実務研修
受講試験
（社）とちぎ健康福祉協会　
　　　　　　　【☎ 028(650)5587】

有害鳥駆除のお知らせ
農政課農業振興係　
　　　　　　　【☎ 028(677)1110】

６月３日（月）
住民課住民戸籍係 【☎028(677)6014】
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