
本校入学を前提とするものではなく、保

護者のみでも参加できます。

学校公開（運動会見学）

■日時／９月２１日（土）９：３０～１４：００

■対象／どなたでも可

■申込方法／事前に電話

体験学習（概要説明・授業（保育）参観・

授業（保育）体験）※事前申込必要

■日時／小学部・高等部９月２７日（金）、

中学部１０月４日（金）、幼稚部１１月６日（水）

いずれも９：３０～１２：００

■対象／幼稚部…年中までの乳幼児、小学

部…年長～小学５年生、中学部…小学６年生

～中学２年生、高等部…中学３年生～成人

■申込方法／事前に電話（小・中学生

は通学している学校に申し込み）

■開催日／９月２２日（日）

■場所／与能テニスコート

■種目／小学生、中学生、一般

■参加費／一般１チーム２，０００円

■申込／９月１３日（金）までに参加費を

添えて武道館へ申し込み

※詳細はお問い合わせください

■日時／９月２８日～１１月１６日の毎週土

曜日９：００～１１：００

■場所／ひばりが丘公園陸上競技場

■対象／町内在住または在学・在勤の

小学生～成人

■参加費／無料

■締切／９月７日（土）

　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

　プロサッカークラブ「栃木ＳＣ」の試

合で、芳賀町の名を冠する「栃木ＳＣ芳

賀町民デー」のイベントが実施されます。

町民の皆さん、ぜひ会場へ足を運んでく

ださい。

■対戦カード／栃木ＳＣ－コンサドーレ

札幌

■日時／９月１５日（日）１８：００キックオフ

※雨天決行

■場所／栃木グリーンスタジアム

■内容／ＨＡＧＡ焼きソバの実演販売、

町特産品の販売・プレゼントなど

■入場料／大人２,２００円～、小・中・高

５００円～

　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２７日（日）

１１月２４日（日）・１２月１５日（日）

１３：３０～１６：００

■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

募　集

　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

※１日９回５週間放送、詳細はお問い合

わせください

　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

■日時／１０月１７日（木）

第１集合地：芳賀町役場

（８：１０集合、１７：００解散）

第２集合地：上三川町役場

（８：１０集合、１６：５０解散）

第３集合地：栃木県庁

（９：００集合、１６：２０解散）

※第１～第３のいずれの集合地から参加

するかを、往復はがきに記入

■見学施設／塩原ダム、保健環境センター

※昼食は、道の駅湯の香しおばら（各自自由）

■対象／宇都宮市、上三川町、市貝町、

芳賀町在住者

■定員／５０人※応募多数の場合抽選

■申込／往復はがきに参加者全員（１枚

で２人まで）の住所・氏名・電話番号・

年齢・希望集合地を記入し、〒３２０-

８５０１県広報課県民プラザ室へ（住所不要）

■締切／９月２７日（金）当日消印有効

　　

　視覚に障害のある幼児・児童・生徒

とその保護者、成人を対象に、本校の

教育をより一層理解していただくための

「学校公開」「体験学習」を実施します。

イベント

愛犬のふんは飼い主がき
ちんと持ち帰りましょう

芳賀チャンネルＣＭ募集
企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】

町民ソフトテニス大会参加者募集
武道館  　　　  【☎028(677)5155】

ランニング教室参加者募集
武道館  　　　  【☎028(677)5155】

日曜結婚相談所
生涯学習センター 【☎028(677)0306】

栃木ＳＣを応援に行こう！
商工観光課商工観光係
　　　　　　　【☎ 028(677)6018】

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

平成２５年度県立盲学校
学校公開・体験学習
県立盲学校　　 【☎028(652)2331】

県の施設を見る「県民バス」
参加者募集
県民プラザ室     【☎ 028(623)3766】

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

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】

ミドリガメなどが原因の  
 サルモネラ症に注意！
　嘔吐（おうと）、腹痛、下痢のほか、重
症化すると意識障害やけいれんなどを
起こすことがあります。子ども、高齢者、
免疫機能の低い人は特に注意しましょう。
【予防】・子どもなどがいる家庭はカメ
などの飼育を控える・飼育槽から出した
りせず、台所では水換えをしない・動物
を触ったあとは石鹸手洗いを十分する

健康福祉課健康係 【☎028(677)6042】

全国一斉
「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間
　電話相談【☎ 0570(003)110】
９月９日（月）～１５日（日）
８：３０～１９：００
（土日は１０：００～１７：００）

宇都宮地方法務局
栃木県人権擁護委員連合会
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●放射線量モニタリングシステムの計測値

◆測定日時：８月１６日（金）１０：００

　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） 0.072

芳賀南小学校（職員室前） 0.066

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） 0.063

おでかけクラブ（益子南公園へ行こう）

 ９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）

 ９日（月）１０：００～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者）

１７日（火）１０：３０～１１：３０

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）

 ４日（水）１０：３０～１１：４５

きりんクラブ（２歳以上児と保護者）

１８日（水）１０：３０～１１：４５

きりんぷちクラブ（２歳以上児と保護者）

１１日（水）１０：３０～１１：４５

うさぎクラブ（親子運動あそび）

２５日（水）１０：３０～１１：４５

わらべうた・昔あそび学習会　

１８日（水）１３：３０～１５：３０

十五夜・ぼうじぼ　

１９日（木）１０：３０～１２：３０

はじめてのベビーマッサージ　

３日（火）・１０日（火）・１７日（火）・２４日（火）

１３：３０～１４：３０

※臨時休業（職員研修のため）６日（金）

水沼優
ゆ め な

音奏 （　　　）東高橋克　徳
裕　子

竹越　政
まさ

喜
き

 （　　　）八ツ木秀　一
万里子

小川　愛
まな

未
み

 （　　　）東水沼貴　仁
絵　美

板橋　悠
ゆう

真
ま

 （　　　）祖母井　斉　
香　織

北條　泰
たい

吏
り

 （　　　）給　部直　希
麻　美

島田　夏
か ほ

帆 （　　　）西高橋昌　宏
亜季江

岡本　佳
か こ

子 （　　　）祖母井隆　司
裕　子

設樂　旭
あさ

希
き

 （　　　）下延生崇　之
美　佳

植木　凜
りん

花
か

 （　　　）上稲毛田健　二
小百合

阿久津　昇（89）  八ツ木  6/30

磯　　フク（99）  芳志戸  7/ 8

田野倉　均（52）  稲毛田  7/14

藤沼　トク（100）  祖母井  7/ 1

渡邉　　正（86）  西高橋  7/10

大根田和子（64）  西高橋  7/16

髙松　秀雄（81）  下延生  7/24

稲川　ハマ（97）  与　能  7/ 1

齋藤　ユキ（91）  東水沼  7/10

水沼　康博（62）  東高橋  7/16

小玉サイ子（82）  祖母井  7/25

髙沼　重安（87）  芳志戸  7/ 7

塩澤　トメ（85）  東高橋  7/15

直井　　豊（96）  祖母井  7/16

七井　一榮（82）  与　能  7/25

七井　ヒサ（85）  与　能  7/ 7

水沼真由美（37）  東高橋  7/13

大関　サト（99）  西高橋  7/17

直井　仲子（90）  祖母井  7/30

７月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

坂本　一也・萩原　　恵

上稲毛田

稲川　　聡・細根　千尋

東高橋

秋山　洋平・小林　麗美

与　能

黒﨑　靖之・大塚あさひ

祖母井

　２年に１度開催される芳賀地区の優れ

た書道家の展覧会です。

■日時／９月１３日（金）～１６日（月・祝）

９：３０～１７：００

※１６日は１５：００まで

■場所／総合情報館展示室

　栃木県誕生１４０年やっぱり木が好き

もくもくまつり２０１３～ろまんちっく村

で木と遊ぼう～

■日時／９月２８日（土）９：３０～１５：３０

■場所／ろまんちっく村にぎわい広場

■内容／体験コーナー、パネル展示、

県産材の木製品や農林産物の販売、苗

木の無料配布、マスコットキャラクター

イベントなど

お誕生会　

９月３０日（月）１１：３０～１２：００

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）

■日時／９月１８日（水）

９：００～１２：００・１３：００～１７：００

■場所／役場１階町長室

■日時／９月１７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】

とちぎ木材フェスティバル
とちぎ木材フェスティバル実行委員会
　　　　　　  【☎028(652)3687】

芳賀地区書道連盟会員展
総合情報館       【☎028(677)2525】

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】

芳賀町
　うまいもんフェア

●とれたて新米祭り
　９月２１日（土）～２３日（月・祝）
●新鮮甘い豊水梨祭り
　９月23日（月・祝）

場所　道の駅はが
道の駅はが　【☎ 028(677)6000】
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