■場所／町第２体育館、芳賀中第２運動場
■種目／体験種目：ショートテニス、
ディスゲッター９

第３回県民交通安全写真コンクール
赤羽有紀子選手を応援しましょう！

募 集
夏期学童保育指導員募集
社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】
■募集人員／若干名
■勤務期間／７月２２日
（月）〜８月２８日
（水）
■勤務時間／７：３０から１９：００の間
で６時間または８時間（応相談）
■勤務場所／農トレ・生涯学習セン
ター・芳賀南小のいずれか
■賃金／時給８００円
■申込方法／市販の履歴書に記入の
上、社会福祉協議会へ持参または郵送
■締切／６月１７日（月）

芳賀チャンネル放送番組
審議会委員募集
企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】
「芳賀チャンネル」の放送番組内容、
放送制作方針などを検討するための審
議会委員を、視聴している人を対象に
募集します。
■募集人数／２人
■活動内容／審議会への出席（毎年２
月）
、番組内容・制作方針についての
意見提出
■応募方法／企画課へ電話
■募集期間／６月３日
（月）〜２５日
（火）

赤羽有紀子選手後援会事務局 山本
【☎ 028(677)6099】
芳賀町の星、ママさんランナーの赤
羽有紀子選手を応援する町後援会の、
今年度会員を募集しています。
■年会費／一口１，
０００円
■受付窓口／企画課・会計課、町民会館、
生涯学習センター、武道館、水橋分館

海洋センター水泳大会兼Ｂ＆Ｇ全国
ジュニア水泳競技大会県予選出場者募集
海洋センター 【☎ 028(677)0030】
日頃の練習成果を発揮してみませんか。
■日時／７月 ７ 日（日）
開会式９：１５ 競技開始９：３０
■場所／海洋センター
■費用／１種目につき５００円
■定員／１８０人
■締切／６月２７日（木）
※電話での受付は行いません

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】

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

（財）栃木県交通安全協会
【☎ 028(622)8483】
県民の交通マナー向上のため、地域、
職場などで行われる交通安全イベントを
はじめ、交通事故防止に関する現場の
写真を対象に、コンクールを実施します。
■期間／９月３０日（月）まで（郵送
の場合当日消印有効）
■募集作品／①テーマは交通安全（交
通事故防止）に関するものであれば自由
②サイズは四つ切または四つ切ワイド、
Ａ４版カラー写真（デジカメ可）③一人
３点以内（組写真不可）、栃木県内で撮
影した未発表のもの④郵送、宅急便、
直接持参で提出⑤応募資格は県内居住
または県内に通勤・通学する人で、年齢・
性別・国籍は不問、ただし写真撮影を
業とする人は除く⑥入賞作品の著作権は
当協会に帰属し、作品の返還はしません

シルバー大学校第３５期生募集
県シルバー大学校中央校
【☎ 028(643)3390】
■学習時間／概ね週１回１日４時間
（１０：００〜１２：００、
１３：００〜１５：００）２年間
■費用／授業料年額１８，
０００円、資
料代年額２，
０００円※授業教材費・ク
ラブ活動費・交通費などは自己負担
■応募資格／県内在住の６０歳以上で、
地域活動に意欲があり、平成１７年度以
降のシルバー大学校を卒業していない人

参議院議員通常選挙投票立会人募集
芳賀町選挙管理委員会事務局

【☎ 028(677)1111】

皆さんが選挙を身近に感じ、気軽に投票できる投票所づくりを目指すため、投票立会人を募集します。専門的知識や経験
は特に必要ありません。ぜひ一度、投票立会人を体験してみませんか？
立会の種類

選挙期日当日の立会い

期日前投票所での立会い

立会場所

選挙人名簿に登録されている投票所

期日前投票所（芳賀町役場１階ロビー）

立 会 日

選挙日当日（７月下旬頃）

期日前投票期間（告示日翌日から投票日前日までの１６日間）
のうち希望する日

７：００〜２０：００

８：３０〜２０：００

集合時間

集合時間

立会時間

６：３０

解散時間 ２０：１５頃

８：１５

解散時間 ２０：１５頃

※立会人１名は開票所への投票箱移送作
業をしていただきます。
人

数

各投票所３人

１日につき２人

報

酬

１０，
７００円（源泉徴収あり）

９，
５００円（源泉徴収あり）

他

昼食・夕食は事務局でご用意します。

そ

の

■応募資格／応募時に芳賀町内に住所を有し、芳賀町の選挙人名簿に登録されている人（満２０歳以上の日本国民で、引き
続き３か月以上芳賀町に住んでいる人）で、公職選挙法第１１条各項に抵触しない人
■応募方法／役場ホームページまたは役場２階総務課にある申込書に必要事項を記入し、芳賀町選挙管理委員会事務局（総
務課内）へ提出
■締
切／６月２１日（金）
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■応募方法／町健康福祉課にある入学
願書に必要事項を記入し、返信用封筒
を添える
■提出先／町健康福祉課または入学を
希望するシルバー大学校
■申込期間／６月３日（月）〜２８日（金）
※郵送の場合は３０日（日）消印有効
■学校説明会／中央校… ６月１０日
（月）
南校…６月１２日
（水）北校…６月１４日
（金）
１０：００〜１２：００
※入学を希望する学校へ当日直接お越
しください

ダンディライオン会員募集
南高根沢分館 【☎ 028(677)0152】
南高根沢分館主催とんがり教室（芳
賀北小児童対象）に、世代間交流の一
助を目的としてボランティア協力して
いるグループです。あなたもかわいい
子どもたちと交流しませんか。
■対象／町内在住・在勤者

ホームページバナー広告募集
企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】
町ホームページにバナー広告を掲載し
ませんか。
■掲載料金／１カ月１万円、６カ月５万
円、１年間８万円
■掲載場所／町ホームページのトップ画面
※詳細は町ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください

芳賀チャンネルＣＭ募集
企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】
芳賀チャンネルで、お店や会社の宣伝
をしませんか。目玉商品のＰＲ、売り出し
の告知、イベント情報などを放送できます。
■放送料金／映像（動画）３０秒以内…
月額５，
０００円、文字のみ（静止画）１５
秒…月額３，
０００円〜
※詳細はお問い合わせください

講座・教室
親子自然教室「ほたるの観察会」
水橋分館

【☎ 028(678)0004】

■日時／６月１５日
（土）１９：００〜
■場所／冨士山自然公園（北側駐車場集合）
■対象者／園児・小学生とその保護者
■服装／長そで・長ズボン
■締切／６月１１日
（火）

平成２５年度狩猟講習会
（社）栃木県猟友会【☎ 028(635)6317】
■日時／６月２４日（月）
９：２０〜１７：００
（９：００受付開始）
■場所／清原地区市民センター（宇都
宮市清原工業団地１５−４）
■狩猟免許の種類／網・わな（第一種・第二種）
■締切／６月１７日（月）

4 月１日〜３０日届出（掲載は承諾者のみ）

芳賀町図書館おはなし会
総合情報館

【☎ 028(677)2525】

おはなし会ボランティアの皆さんによ
る、絵本や紙芝居などの読み聞かせを
行います。
■日時／６月１５日（土）
１４：００〜
■場所／総合情報館おはなし室

黒﨑

裕斗・川又

良子
下高根沢

道の駅はが講座
道の駅はが

【☎ 028(677)6000】

そば打ち体験
９：３０〜１２：００
■日時／６月１６日（日）
■参加費／２，
０００円
■定員／１０人
■持参物／エプロン・三角巾
■締切／６月９日（日）
梅干し作り
１０：００〜１２：００
■日時／６月２２日（土）
■参加費／３，
０００円
■定員／１２人
■持参物／エプロン・三角巾
■締切／６月１６日（日）
炊飯器でスイーツ
■日時／６月２３日（日）
１０：００〜１２：００
■参加費／１，
５００円
■定員／８人
■持参物／エプロン・三角巾
■締切／６月１６日（日）
簡単なクッキー作り
■日時／７月７日（日）９：３０〜１２：００
■参加費／１，
５００円
■定員／１０人
■持参物／エプロン・三角巾
■締切／６月３０日（日）

イベント
道の駅はが「友遊直売所メロン祭り」
友遊直売所

【☎ 028(677)6466】

■期日／６月１日（土）・２日（日）
■時間／９：００〜１５：００
■場所／道の駅はが屋外テント

道の駅はが「友遊直売所お客
様感謝デー」
友遊直売所

【☎ 028(677)6466】

■期日／６月２２日（土）
■時間／９：００〜
■場所／道の駅はが屋外テント
■内容／当日友遊直売所でお買上げの
お客様先着５００人に野菜進呈

道の駅はが「七夕まつり」
道の駅はが

【☎ 028(677)6000】

町内の子どもたちの七夕かざりを展
示します。
■期日／６月２９日
（土）〜７月７日
（日）
※７月６日（土）七夕縁日まつり
■展示場所／屋外軒下
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昌

手塚

１
孝子（66） 西水沼 ３/３

小林チヤウ（81） 上延生 ４/ １
小林

誠（35） 東高橋 ４/ ２

川又

スイ（87） 祖母井 ４/ ２

人見 喜美（98） 下高根沢 ４/ ６
吉永

典正（78） 祖母井 ４/ ９

戸

甲司（65） 祖母井 ４/１
０

関本

哲也（87） 東高橋 ４/１
１

和久

郁夫（86） 西水沼 ４/１
２

宇井

ナミ（96） 稲毛田 ４/１
２

鈴木

６
ヌイ（91） 下高根沢 ４/１

船生

６
美子（76） 上稲毛田 ４/１

７
塩澤喜代子（87） 東高橋 ４/１
８
吉永トシヱ（93） 稲毛田 ４/１
岩村

三郎（80） 祖母井 ４/２
０

加藤 ツルイ（92） 西高橋 ４/２
１
永岡

２
武男（86） 下高根沢 ４/２
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