
●放射線量モニタリングシステムの計測値

◆測定日時：７月１２日（金）　１０：３０

　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１

ｍで測定）としています。

　町の空間放射線量は、

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） 0.067

芳賀北小学校（職員室前） 0.074

芳賀南小学校（職員室前） 0.062

芳賀中学校（職員室前） 0.064

芳賀町工業団地管理センター（事務室北側） 0.070

みなみ子育てサロン（西高橋改善セン

ターほか）８月５日（月）・２６日（月）

１０：００～１１：４５

※１３日（火）～１６日（金）はお盆休みと

なります

お誕生会

８月２６日（月）１１：３０～

Teaサロン

毎週火・金曜日１０：３０～１５：３０

（ラストオーダー１５：００）

ひととき保育（託児）　

１０：００～１６：００（予約制）

※１３日（火）～１６日（金）はお盆休みと

なります
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小筆八重子（92）  下高根沢　6 / 1

木下三枝子（64）   祖母井  6 / 1

木下　セツ（93）  祖母井  5 /31

水沼　コマ（81）   東高橋　6 / 3

鈴木　マツ（81）   給　部 6 / 7

野澤　仟利（89）  下延生　6 / 8

飯塚   シツ（92）  西高橋　 6 / 7

七井   安造（87）   東高橋　6 / 9

中上川   一（64）   西水沼 6 / 9

磯         正（88）  上稲毛田  6 /10

大関   文也（84）  打越新田  6 /11

田口八重子（91）   稲毛田  6 /17

小林豊一郎（88）   東高橋  6 /18

山本      明（81）   上延生  6 /19

岡田   ヒサ（79）   東水沼  6 /23

神戸   三男（64）   祖母井  6 /24

大根田カツ（82）   西高橋   6 /26

菅又恵美子（53）下高根沢   6 /26

６月１日～３０日届出（掲載は承諾者のみ）

川田　　淳・照山　賀代

祖母井

薄井　達郎・森岡さつき

下高根沢

駒水　龍太・石川　静香

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】

■場所／総合情報館多目的室

■定員／３０人程度

■備考／申し込み不要ですので、直接

多目的室へお越しください

　健康・ダイエット・若返りに抜群の効

果がある筋トレ法を紹介します。

■日時／８月１８日（日）１３：３０受付開始、

１４：００開演

■場所／農業者トレーニングセンター

２階研修室

■演題／「あなたのからだは若返る！

～筋トレで健康づくり～」

■講師／久野譜也氏（筑波大学院教授）

■入場料／無料

■申込方法／健康係へ電話予約

　町の結婚相談員がパートナー探しを

お手伝いします。お気軽にご相談くださ

い。

■日時／９月２９日（日）・１０月６日（日）・

１１月２４日（日）・１２月１５日（日）

１３：００～１５：００

■場所／道の駅はが会議室

■持参物／身上書・写真

町結婚活動支援事業交付金

　婚活パーティなどに参加すると、１回

につき支援金３，０００円を年３回まで交

付します。

■対象／町内在住の２０歳以上の未婚の人

※詳細はお問い合わせください

　宮路オサムさんの歌謡ショーを行いま

す。ぜひご来館いただき、宮路オサムさ

んと楽しい時間をお過ごしください。

■日時／９月２１日（土）１３：３０開場、

１４：００開演（１５：４０終演予定）

■場所／町民会館

※詳細は広報はが９月号をご覧ください

町敬老祭
健康福祉課介護保険係
　　　　　　    【☎028(677)6015】

「世界一受けたい授業」
の先生による講演会
健康福祉課健康係【☎ 028(677)6042】

日曜結婚相談所
生涯学習センター【☎ 028(677)0306】

■日時／８月５日（月）・２１日（水）

９：００～１２：００・１３：００～１７：００

■場所／役場１階町長室

■日時／８月２０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

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】

８月は北方領土返還
運動全国強調月間です

小林   芳男（80）   東高橋  6 /16
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芸経営学科４０人、畜産経営学科１５人

■出願期間／推薦入学試験：９月１３日

（金）～２７日（金）、一般入学試験（前期）：

１１月２５日（月）～１２月６日（金）、一般

入学試験（後期）：平成２６年２月６日（木）

～１４日（金）

■試験日／推薦入学試験：１１月１日（金）、

一般入学試験（前期）：平成２６年１月

１０日（金）、一般入学試験（後期）：平

成２６年２月２７日（木）

■備考／推薦入学試験・一般入学試験

（前期）合格者人数により、一般入学

試験（後期）は実施しない場合あり

　「もし私が知事になったらこんなことを

してみたい」をテーマに作文を募集します。

　知事になってふるさと“とちぎ”のため

にやりたいことを書いて送ってください。

■対象／県内在住または通学の小学４

～６年生

■応募方法／４００字詰め原稿用紙１枚

にまとめ（余白に題名）、裏面に学校名・

学年・名前（ふりがな）・性別を記入の上、

県広報課（〒３２０-８５０１宇都宮市塙田

１-１-２０）あて郵送

■締切／９月６日（金）当日消印有効

　風味豊かな本県産きのこを利用した

「きのこ料理コンクール」の参加作品を

募集します。

　栃木県庁ホームページ＞仕事・産業（林

業）＞森の産物＞第２６回きのこ料理コ

ンクール作品募集をご覧ください。

■締切／９月６日（金）

　県では、ひとり親家庭などの人への

在宅就業を支援する「ＩＴ業務訓練プ

ログラム」の受講者を募集します。

■対象者／県内在住の母子家庭の母、

父子家庭の父、寡婦

■内容／ＩＴ業務への就業訓練や就業

体験など

■訓練期間／１０月から約半年間

■訓練会場／宇都宮市、小山市、大田

原市

■費用／無料（訓練手当支給あり）

■募集期間／８月１日（木）～９月３０日（月）

■募集人数／先着１００人

　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～５，０００円

※詳細はお問い合わせください

■日時／９月１日（日）８：１５開会、

８：３０～９：００実技講習、

９：００～１２：００体力測定・健康チェック

■場所／町第２体育館

■対象／２０歳～７９歳の町民

■費用／無料

■締切／８月１７日（土）

　図書館で貸し出しているＤＶＤ 『お

じゃる丸　銀河がマロを呼んでいる』

を無料で上映します。

■日時／８月２０日（火）　

１４：００～（上映時間５４分）

募　集

　町立祖母井保育園において勤務でき

る保育士（非常勤）を募集しています。

■対象／保育士の資格を有する人

■募集人員／２人

■雇用期間／平成２６年３月３１日まで

■勤務時間／午前７時から午後７時ま

での間で７時間３０分（早出・遅出勤

務あり）

■報酬／月額１５１，０００円（特別報酬・

通勤手当あり）

■申込方法／市販の履歴書に必要事項

を記入し、保育士免許状の写しを添付

してこども育成課へ提出（郵送可）

■講習会名／植木管理

■日時／９月１２日（木）・１３日（金）　

１７日（火）・１８日（水）・１９日（木）　

２０日（金）・２４日（火）・２５日（水）

（８日間）１０：００～１６：００

■場所／町生涯学習センター

■内容／剪定（せんてい）と整枝方法、

樹木の育て方・種類・管理、職場体験１

日間

■対象者／５５歳以上の就職・就業の

意欲のある県内在住でハローワークに

求職登録を済ませている人

■募集人員／２０人（応募者多数の場合

選考）

■受講料／無料

■申込方法／申込用紙を郵送またはＦＡ

Ｘで県シルバー人材センター連合会へ

提出（申込用紙はハローワーク、町シ

ルバー人材センター、県シルバー人材

センター連合会にあり）

※連合会ホームページからダウンロード可

■締切／９月２日（月）必着

　県農業大学校では、高度な専門的知

識や技術の実践教育を通して、農業に

求められる多様な役割を担える優れた

農業経営者を養成しています。

■募集人員／農業経営学科２５人、園

イベント

シルバー人材センター講習会
公益財団法人栃木県シルバー人材セ
ンター連合会 　【☎ 028(627)1179】

ＩＴ業務訓練プログラムの
受講者募集
㈱ＴＢＣスキヤツト・キャリアサポート
事業部 　　　  【☎028(651)5633】

第２１回「ジュニア知事さん」
作文募集
県広報課　　    【☎ 028(623)2158】

総合情報館「子ども向け映画会」
総合情報館    　【☎028(677)2525】

第２６回きのこ料理コンクール
作品募集
県林業振興課林業担い手担当
　　　　　　    【☎ 028(623)3272】

栃木県農業大学校
平成２６年度学生募集
県農業大学校事務部学生課
　　　　　　    【☎ 028(667)0711】

祖母井保育園保育士募集
こども育成課児童保育係
　　　　　　    【☎028(677)6024】

ホームページバナー広告募集
企画課情報広報係
　　　　　　　【☎ 028(677)6099】

芳賀チャンネルＣＭ募集
企画課情報広報係
　　　　　　　【☎ 028(677)6099】

体力測定・健康チェック
武道館　　　    【☎ 028(677)5155】
健康福祉課健康係
                      【☎028(677)6042】
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