
募　集

■募集人数／１０人程度

■貸付額／高等学校 ･専修学校（高等

課程）…月額２０，０００円以内、高等

専門学校…月額３０，０００円以内、短

大 ･大学 ･ 専修学校…月額４０，０００

円以内

■対象／町内に住所があり、高校･大

学などに進学または在学する人（勉学の

ために町外に住んでいる場合も対象）

■申込期間／平成２５年７月１日（月）

～３１日（水）

　

　親子と一緒に幼児用竹馬を作り、交

流しませんか。

■日時／７月１３日（土）１０：００～１２：００

■場所／子育て支援センターわんぱく

ひろば（生涯学習センター内）※雨天

の場合体育館

■募集対象／子育て中の親・乳幼児と

の交流を楽しんでくださる中高年者

（年齢は問いません）

■内容／幼児用竹馬作り・交流会

■講師／高橋璋暹（あきのり）氏

（とち木 の゙会）

■持参物／のこぎり

■参加費／無料

■締切／７月６日（土）

　県内の小学生、中学生、高校生、大

学生および一般の人を対象に、統計グ

ラフの作品を募集します。

■課題／自由（ただし、小学４年生以

下の応募については、児童が自ら観察

または調査した結果をグラフにしたも

のとする）

■用紙の大きさ／Ｂ２判（仕上げ寸法７２．８

cm×５１．５cm）たて・よこどちらでも可

■紙質・色彩／自由（ただし、裏面の

板張り（パネル仕上げ）、表面のセロ

ハンカバーは不可）

■応募点数／１人何点でも応募可（た

だし、２枚以上にわたる「シリーズ作

品」は不可）

■合作の人数／１つの作品につき５人以内

■締切／９月４日（水）県統計課必着

■備考／詳細は県統計課ホームページ

をご覧ください

　「２０１３とちぎ動物愛護フェスティ

バル」で、皆さん自慢のペットの写真

コンテストを実施します。

■申込方法／ペットの写真（Ｌ規格

１２７mm×８９mm以内）１枚と申込

書を、持参または郵送（申込書は県動

物愛護指導センターホームページから

ダウンロード可）

■申込先／〒３２１-０１６６宇都宮市今宮

４-７-８　栃木県動物愛護指導センター

「うちの動物（コ）見て見て！コンテ

スト」係

■締切／８月３０日（金）

■注意事項／応募は１人１枚、応募写

真の返却はなし、ペットの種類や頭数

は問いません

　県人権施策推進審議会では、人権尊

重の社会づくりに関する重要事項につ

いて調査審議しています。委員改選に

伴い、委員を公募します。

■募集人数／２人以内

■任期／平成２５年１０月１日から平成

２７年９月３０日までの２年間

■応募資格／平成２５年７月１日現在

満２０歳以上の県内在住者で、年２回

程度開催される審議会に出席し、積極

的な発言をしていただける人※公務

員、当審議会の公募委員だった人、県

のほかの審議会・協議会などの委員は

除く

■報酬など／審議会に出席された場合

には、規定の報酬・旅費をお支払いし

ます

■応募方法／次の２つの書類を郵送ま

たは Eメールにて提出①応募申込書

または必要事項を記入した書類②作

文「私が考える人権が尊重された社会

について」８００字程度（様式は自由）

※応募書類は返却しません

■応募期間／７月１日（月）～２６日（金）

当日必着

　特別に支援が必要なお子様の教育に

ついて、より一層理解を深めていただ

くと共に、進学の際の判断材料として

ご活用ください。

■日時／８月２０日（火）９：１５～１２：３０

※受付９：００～

■内容／学校概要説明・授業自由参観・

体験学習・校舎内見学・進路相談（希望者）

■対象者／次年度本校への入学を考え

ている現在中学３年生とその保護者

■持参物／上履き、筆記用具

■申込期間／７月８日（月）～２６日（金）

　日頃の運転を振り返り、より安全な運

転を体験しませんか。

■日時／８月２３日（金）８：３０～１６：００

※８：３０役場自転車置場前集合、その

後町送迎

■場所／ツインリンクもてぎ

■内容／施設内の道路を走行し、ビデ

オで自分の運転を振り返り、より安全な

運転を学ぶ

■対象／６５歳以上で、普通第一種免

許以上を持ち、現在も運転している人

■募集人員／９人

■参加費／１，２００円（昼食・飲み物代）

■締切／７月２５日（木）

　年に1日だけの本尊御開帳に合わせ

た町観光協会主催によるツアーです。

■日時／８月２４日 (土 ) ①４：３０～６：

３０②１１：３０～１３：３０

■集合・解散／ロマンの湯南駐車場

■参加費／１,５００円（バス代、旅行保

険、ガイドブック、解説付）

■定員／２５人（定員オーバーする場合

は抽選）※申し込み者２０人未満の場

合はツアー取り止めます

■申込方法／電話（参加ツアー①か②

の別・参加者全員の住所・氏名・生年月

日・電話番号）

■締切／７月２０日（土）

■備考／抽選結果などは、はがきで連

絡します

　お客様の健康づくりの一助として、ヘ

ルシーな減塩料理（最優秀作品）をロ

県人権施策推進審議会委員募集
県人権施策推進課　
　　　　　　　【☎ 028(623)3027】

世代間交流サロン参加者募集
子育て支援センター
　　　　　　　【☎ 028(677)8400】

ペットの写真コンテスト「うちの
動物（コ）見て見て！コンテスト」
県動物愛護フェスティバル実行委員会
事務局（県動物愛護指導センター内）
　　　　　　　【☎ 028(684)5458】

平成２５年度統計グラフ
栃木県コンクール作品募集
県統計課　　　【☎ 028(623)2242】

益子特別支援学校高等部
オープンキャンパス
県立益子特別支援学校
　　　　　　    【☎0285(72)4915】
町こども育成課学校教育係
　　　　　　    【☎ 028(677)1414】

しあわせ高齢ドライバースクール
総務課地域安全対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6029】

ロマンの湯減塩料理コンクール
道の駅はが 　   【☎ 028(677)6000】

町奨学生第２次申請募集
こども育成課学校管理係
　　　　　　    【☎ 028(677)1414】

延生地蔵尊本尊御開帳ツアー
道の駅はが　　【☎ 028(677)6000】
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●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：６月１４日（金）１２：００

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） 0.065
芳賀北小学校（職員室前） 0.069
芳賀南小学校（職員室前） 0.065
芳賀中学校（職員室前） 0.064
芳賀工業団地管理センター（事務室北側） 0.069

■日時／７月１日（月）・１８日（木）

９：００～１２：００・１３：００～１７：００

■場所／役場１階町長室

■日時／７月１６日（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

マンの湯食堂メニューとして提供します。

■テーマ／「美味しく減塩、健康に」

■募集基準／①「とちぎ健康づくり応

援メニュー基準」に沿った内容である

こと②主食・主菜・副菜がそろうこと

③１時間以内で手軽に作れること④未

発表のもので応募者本人のオリジナル

であること

■応募方法／応募用紙に料理写真（１

人前分）を添えて、道の駅はがまたは

ロマンの湯へ提出

■締切／８月９日（金）

おでかけクラブ（蓼沼親水公園）

８日（月）  １０：３０～１１：３０

みなみ子育てサロン（西高橋改善センターほか）

８日（月）・２２日（月）１０：００～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者）

 １６日（火）  １０：３０～１１：３０

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）

３日（水）１０：３０～１１：４５

きりんクラブ（２歳以上児と保護者）

 １７日（水）１０：３０～１１：４５

うさぎクラブ（親子運動あそび）

 １０日（水）１０：３０～１１：４５

はじめてのベビーマッサージ

２日（火）・９日（火）・１６日（火）・２３日（火）

１３：３０～１４：３０

パパサロン（幼児用竹馬作り＆世代間交流会）

 １３日（土）１０：００～１２：００

プール開き

■日時／７月１０日（水）１０：３０～

■場所／ぴよぴよ

お誕生会

■日時／７月２２日（月）１１：３０～

■場所／ぴよぴよ

小滝　優
ゆ あ

空 （　　　）祖母井泰　典 
　茜

菅野　寧
ね ね

々 （　　　）西高橋英　樹
麻里奈

小井田莉
り な

奈 （　　　）東水沼貴　浩
恵　莉

近藤　　芽
めい

 （　　　）東水沼史　一
里　香

船生　良三（89）上稲毛田　5 /　5

穐山　庄平（83）　下高根沢　5/　5

小林　モヨ（96）祖母井　5/　5

髙久　留吉（89）上延生　5/　11

櫻井　ヨシ（86）西高橋　5/　11

手塚　　榮（75）　下延生　5/12

大林　純一（64）　八ツ木　5/15

阿久津シヅヱ（85）西高橋　5/16

関口　輝枝（94）祖母井　5/21

小林　良市（70）東高橋　5/24

北村　敏子（94）祖母井　5/30

坂本　治一（71）芳志戸　5/30

５月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

阿久津敬弘・笹島永梨香

東高橋

油井　献二・揚石　早紀

東水沼

永嶋　飛翔・大栗　友美 

祖母井

沼能　真一・関　朋美

下高根沢子育てガイド

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】

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

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

　『ドラえもん　のび太のひみつ道具

博物館』を無料上映します。

■日時／７月２７日（土）１７：００開場、

１９：００開演

※抽選会１７：００～１９：００（数量限定）

■場所／道の駅はが芝生広場

イベント
道の駅はが「子ども映画会」
道の駅はが 　　【☎ 028(677)6000】

熱中症 に
       　 ご注意ください

　「水分・塩分補給」と「暑さを
避けること」が大切です。
　こまめに水分・塩分補給し、無
理せず適度に扇風機やエアコンを
使用するようにしましょう。

健康福祉課健康係 　　
                  【☎ 028(677)6042】

定例相談

心配ごと相談
社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

行政相談・人権相談
社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

町長と対話の日
企画課情報広報係
　　　　　　    【☎028(677)6099】

7月28日（日）

クリーン芳賀
　　　 環境美化の日

地域の清掃作業に参加しましょう

2013.7 20広報はが


