
お知らせ

■採用人員／一般事務職Ⅰ…４人程度、
一般事務職Ⅱ（身体障がい者対象）…
１人程度

■受験資格／昭和５３年４月２日以降

生まれで高校卒業（卒業見込みまたは

同等以上の学力を有する）以上の人、

一般事務職Ⅱは次の要件もすべて満た
す人①身体障がい者手帳の交付を受け

ている②自力により通勤ができ、かつ

介護者なしに事務職としての職務の遂

行が可能③活字印刷文による筆記試験

に対応できる

■受験手続き／総務課で配布する受験

申込書に所定の事項を記入し、写真（４

cm×３cm）２枚・最終学校の卒業（見

込）証明書・成績証明書（一般事務職

Ⅱのみ身体障がい者手帳の写し）を持
参または郵送〒３２１-３３９２栃木県芳

賀郡芳賀町大字祖母井１０２０番地　芳

賀町役場総務課庶務人事係※郵送によ

り請求する場合は、１２０円切手を貼っ

た宛先明記の返信用封筒を同封してく

ださい（申込書は町ホームページから

ダウンロード可）

■受付期間／７月 8日（月）～８月５

日（月）（土・日・祝日を除く）

■１次試験日／９月２２日（日）

■試験内容／筆記試験・適性検査

■場所／県立真岡高等学校

■採用人員／消防士１５人程度

■受付期間／７月１日（月）～８月９日（金）

■１次試験／９月２２日（日）

■場所／県立真岡高等学校、芳賀地区

広域行政事務組合消防本部

※受験資格や手続きなど、詳細はお問

い合わせください

■受験資格／平成２５年４月１日にお

いて高等学校卒業後２年以内の人およ

び平成２６年３月までに高等学校を卒

業する見込みの人（平成２５年４月１

芳賀町職員採用試験
総務課庶務人事係 【☎028(677)1111】

裁判所職員採用一般職試験
（高卒者試験）
宇都宮地方裁判所事務局総務課
人事第一係　   【☎ 028(333)0005】

日において中学卒業後２年以上５年未

満の人も受験可）

■受付期間／７月１６日（火）～２５日（木）

■試験日／９月１５日（日）

　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、今月、

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。

　若年者の正規雇用化に向け、合同面

接会を開催します。

■日時／７月１８日（木）１３：３０～１６：００

■場所／芳賀町工業団地管理センター

■対象／平成２６年３月卒業予定の大

学・短大・専門学校などの学生、また

は３年以内同学歴既卒者

※ハローワーク交付の紹介状と、複数

枚の履歴書を当日持参してください

■対象／この資格を有し、有効期限が

平成２６年３月３１日までの人

■日時／１０月１５日(火 )・２０日 (日 )・

２８日(月 )１４：００～１６：００

■場所／宇都宮市文化会館

■申込締切／７月３１日（水）

（郵送の場合、当日消印有効）

　電話で「国勢調査」「国勢調査員」を

かたって個人情報を聞き出そうとする事

案が発生しています。「国勢調査」での

電話による問い合わせは現在実施して

いません。不審に思われた場合は、町

企画課または県統計課にお問い合わせ

ください。

　国民年金の保険料を納付することが

困難な人（学生を除く）は、国民年金

保険料の免除申請をすることができま

す。申請は年度内にしかできません。ご

注意ください。

■受付開始／７月１日（月）から（平成

２５年度分）

■申請方法／印鑑を持参の上、住民課

窓口で申請

※退職特例免除（平成２４年度以降の退

職に限る）を申請する場合は雇用保険

受給者証も必要です

　現在お使いの後期高齢者医療被保険

者証の有効期限は７月３１日です。

　８月から使用する保険証は縦長大判

の封筒に入れて７月下旬に郵送します。

新しい保険証の色は、今までの白色か

ら薄い藤色に変更となります。

　８月１日以降は薄い藤色の保険証を医

療機関などの窓口に提示してください。

　なお、現在お使いの白色の保険証は、

８月１日以降速やかに町住民課まで返却

してください。

　県道石末真岡線拡幅工事に伴い、施

設の移設工事を行うため、芳賀チャン

ネルテレビ放送・インターネット・ケー

ブルプラス電話サービスが、一部の地

域で一時中断します。

■期日／７月２日（火）

■時間／午前零時から午前５時までの

おおむね３０分間

■対象地域／東水沼・下高根沢の一部

わかものサポート「はがまち」
合同企業面接会
商工観光課商工観光係
　　　　　　    【☎ 028(677)6018】
ハローワーク真岡【☎ 0285(82)8655】

宇都宮ケーブルテレビの
サービスが一時中断します
宇都宮ケーブルテレビ㈱
　　　　　　    【☎028(638)8091】

後期高齢者医療被保険者証
の色が変更になります
住民課国保年金係
　　　　　　    【☎028(677)6038】

芳賀地区広域行政事務組合
職員（消防職員）採用試験
芳賀地区広域行政事務組合
消防本部総務課【☎0285(82)3213】

国民年金保険料の免除申請
住民課国保年金係
　　　　　　    【☎028(677)6038】

「国勢調査」をかたる不審な
電話にご注意ください
町企画課企画財政係
              　　　【☎ 028(677)6012】
県統計課人口労働統計担当         
　　　　　　　【☎ 028(623)2246】

下水道排水設備工事責任
技術者更新講習会
公益財団法人とちぎ建設技術センター
　　　　　　    【☎028(626)3187】

No 参加企業

１ ㈱オートテクニックジャパン

２
㈱リブドゥコーポレーション
栃木芳賀工場

３ 　山王テック㈱東日本事業所

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】
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■定員／５人 

ＡＮＡ整備工場見学～飛行機を間近で

見てみよう～

■日時／７月２４日（水）８：３０～１７：００

■場所／ＡＮＡ機体メンテナンスセンター

（羽田空港）

■参加費／無料

■定員／２５人

勾玉を作ろう

■日時／８月７日（水）９：００～１２：００

■場所／生涯学習センター

■参加費／無料

■定員／２５人

■日時／７月２０日（土）小雨決行

８：３０役場駐輪場前集合・出発、１７：００

帰省予定

■場所／戦場ヶ原（日光）

※雨天時は日光自然博物館見学

■対象／小学生とその保護者（保護者

は１人のみ）

■参加費／雨天のみ大人５００円、子ど

も２５０円程度

■服装／長そで、長ズボン、帽子、運

動靴、レジャーシート（必ず）

■持参物／弁当、水、雨具、おやつなど

■定員／３０人

※定員になり次第受付終了（日・月休館）

　遊びや体験を通じて、協調性、最後ま

でやり遂げる気持ちを育てる講座です。

自然を感じて楽しく山を登りましょう。

■日時／７月２７日(土 ) 小雨決行、８：

３０町民会館出発、１７：００帰省予定

※雨天の場合は１３：００終了

■内容／大平山ハイキング（約２時間）

※雨天の場合は農業者トレーニングセ

ンターでチャレンジゲーム

■参加費／無料

■対象／小学生とその保護者

■定員／３５人

■持参物／弁当、飲み物、雨具 (カッ

パがよい)、ハイキングができる服装

■締切／７月１３日（土）（日・月休館）

　子犬のしつけやシャンプーなどを実

際に体験して、もっと犬について知っ

てみませんか。

■日時／①７月２４日（水）②７月２６日（金）

各日１０：００～１５：００※どちらか１日参加

■場所／県動物愛護指導センター

■対象者／小学４年生～中学２年生の

児童・生徒とその家族など（小学生は

原則として親子２～３人１組で申し込み）

■定員／各日１０組程度（２０人程度）

■費用／無料

■申込方法／電話

■申込期間／７月８日（月）～１２日（金）

　最終日はお楽しみミニイベントもあ

ります。短期教室に参加し、７～９月

中にスクールにご入会された人には、

入会事務手数料無料で、スクール水着・

水泳キャップをプレゼントします。

■対象／幼児、小学生

■コース／①一般…

短期Ａ：７月２１日（日）～２３日（火）

短期Ｂ：７月２４日（水）～２６日（金）

短期Ｃ：７月３１日（水）～８月２日（金）

短期Ｄ：８月６日（火）～８日（木）

短期Ｅ：８月９日（金）～１１日（日）

短期Ｆ：８月２０日（火）～２２日（木）

②スクール生…

チャレンジ：８月２３日（金）～２５日（日）

■定員／各コース４０人

■参加費／町内在住者２，４００円、町

外在住者３，６００円

■締切／各コース初日の１週間前

　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／７月１４（日）１０：００～１３：００

■場所／生涯学習センター

■講師／河田裕子氏

■参加費／１回１，０００円

■締切／７月１０日（水）

■対象者／福祉職に興味のある人

■日時／７～１２月の毎月第３土曜日　

１３：３０～１５：００

■場所／とちぎ福祉プラザ

■定員／各回２０人

■参加費／無料

■日時／８月３日（土）１０：００～１３：００

■場所／生涯学習センター

■内容／ナン、夏野菜カレー、サラダ

の調理体験

■講師／町食生活改善推進員

■対象／４歳～小学生とその家族

■定員／先着１０組

■参加費／１人１００円

■持参物／エプロン、手ふき

　樹木が道路を覆ったり、道路にはみ

出したりしていると、交通事故の原因

になることがあります。また、枝が落

下し、通行人にけがを負わせたり、車

を破損させたりした場合、損害賠償を

請求されることもありますので、注意

して管理してください。

　道路管理者以外が道路に関する工事

などを行う場合、道路管理者の許可ま

たは承認が必要になります。

　工事などをする道路の種類や内容な

どによって手続きが異なりますので、

事前にご相談ください。

　子育ては自分育て！パパだからこそ

できる子育てを見つけてみよう。

■日時／７月２０日（土）１３：００～１５：００

■講師／黒川みつひろ氏（絵本作家）

■内容／恐竜絵本や恐竜一家のお話、

化石の紹介、手品など

※参加者には「恐竜博士認定証」が授

与されます

■対象／満４歳以上～小学生のお子様

とその保護者（父、母、祖父母など）

■定員／３０組（先着順１００人程度）

■申込方法／直接同センターへ来館、

電話、ＦＡＸ（ホームページ有り）

■締切／７月１９日（金）

　定員になり次第受付終了します。（日・

月休館）

サマースクール（保育士体験）

■対象／町内在住・在学の小学４年生

～６年生

■場所・日時／祖母井保育園・南高ひ

ばり保育園・みずはし保育園…８月１日

（木）・２日（金）９：００～１４：００、の

ぶ幼稚園…７月３１日（水）・８月１日（木）

９：００～１４：００

■定員／祖母井保育園・みずはし保育

園…１０人、南高ひばり保育園…５人、

のぶ幼稚園…１４人

サマースクール（介護士体験）

■日時／８月１日（木）・２日（金）

１０：３０～１４：００

■場所／すこやか南高

講座・教室
親子で楽しむお話し会
『恐竜博士になろう！』
パルティとちぎ男女共同参画センター
　　　　　　    【☎ 028(665)8323】

南高根沢分館講座
南高根沢分館  【☎ 028(677)0152】

親子自然教室ハイキング
戦場ヶ原参加者募集
水橋分館　　  【☎ 028(678)0004】

冒険チャレンジクラブ
ハイキング大平山参加者募集
祖母井分館　   【☎ 028(677)0132】

動物愛護ふれあいサマースクール
県動物愛護指導センター普及指導課
　　　　　　    【☎028(684)5458】

夏休み短期水泳教室
海洋センター   　【☎ 028(677)0030】

つくしんぼ教室
河田裕子　　【☎ 090(5400)1189】

福祉職スタート土曜講座
県社会福祉協議会
　　　　　　    【☎028(643)5622】

親子クッキング講座
生涯学習センター 【☎028(677)0306】

道路管理についてのお願い
建設課管理係   【☎ 028(677)6019】

道路に関する工事を行う人へ
建設課管理係　【☎ 028(677)6019】
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