
●放射線量モニタリングシステムの計測値　◆測定日時：９月１８日（水）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） 0.061

芳賀北小学校（職員室前） 0.070

芳賀南小学校（職員室前） 0.062

芳賀中学校（職員室前） 0.062

芳賀町工業団地管理センター（事務室北側） 0.065
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平石　タネ（94）  上延生  8/12

小松　令子（82）  祖母井  8/16

大根田　亮（75）  西水沼  8/ 7

秋山　利明（96）  東水沼  8/14

小林　シズ（95）  与　能  8/22

石川　武男（84）  祖母井  8/ 6

髙松　芳男（55）  下延生  8/13

戸 　フミ（84）  東高橋  8/22

赤羽スミヱ（94）  芳志戸  8/10

宮本フデ子（72）  祖母井  8/16

髙林アキ子（84）  下高根沢  8/23

8月１日～３1日届出（掲載は承諾者のみ）

稲川　勝宏・日下　雅美

祖母井

　食の安全安心に対する県民の理解を

深めるため、消費者と生産者の交流を

図るイベントを開催します。

■日時／１０月６日（日）１０：００～１６：００

■場所／とちぎ男女共同参画センター「パ

ルティ」

■内容／食の安全安心に関するディス

カッション、県産農産物の販売や料理

教室、各種グルメコーナーなど

　県内のご当地グルメが一堂に会するイ

ベントを開催します。町商工会青年部に

よるＨＡＧＡ焼きソバも出店予定です。

■日時／１０月１３日（日）・１４日（月）

１０：００～１６：００

■場所／那須野が原公園

「咲かせよう。思いやりと笑顔の花」

■日時／１１月１０日（日）１０：００～１６：３０

■場所／県立県北体育館

■内容／人権に関する作文・イラスト表

彰式、香山リカ（精神科医）講演、聴

導犬デモンストレーション、スタンプラ

リーほか

「本物ここにあり！ 美味しい 楽しい 感

じる栃木！」

■日時／１０月１９日（土）・２０日（日）

１０：００～１６：００

■場所／県庁と周辺施設

■内容／特産品の展示・試食・販売、

安全安心な新鮮野菜の販売、そばや釜

戸炊きご飯などの提供、農業体験など

　芳書会員の書道展覧会を開催します。

■日時／１０月３１日(木)～１１月４日（月）

９：３０～１７：００

※３１日は１３：００から、４日は１５：００まで

■場所／総合情報館展示室

　参加自由（無料）ですので、皆さんご

参加ください。

■日時／１０月３０日（水）１３：３０～１６：００

■場所／真岡市二宮文化会館

■内容／講演①木村博貴弁護士（県弁

護士会民事介入暴力対策委員会委員長）

「民暴弁護士にとっての暴力団排除運動

とは」②家田荘子氏（ノンフィクション

作家）「取材日記～あの取材の裏側～」

飯野　芳男（94）  東水沼  7/ 31

とちぎ“食と農”ふれあいフェア２０１３
とちぎ“食と農”ふれあいフェア実
行委員会 　　   【☎ 028(623)2333】

ヒューマンフェスタとちぎ２０１３in大田原
県人権施策推進課【☎028(623)3027】

とちぎ元気グルメまつりin那須塩原
商工観光課商工観光係
　　　　　　   【☎028(677)6018】

元気なとちぎの消費生活市
～おいしいよ、とちぎ産。～
県くらし安全安心課【☎ 028(623)2135】

真岡地区暴力団追放決起大会
総務課地域安全対策係
　　　　　　    【☎028(677)6029】

芳書会書展
総合情報館　   【☎ 028(677)2525】

一般会計補正予算（第３号）
の主な内容は次のとおりです。

【歳入】臨時財政対策債１億２，１７９万円、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金８８５万円、果樹経営支援対策
事業補助金３８９万円

【歳出】基金管理費８，３６２万円、農地・水・環境保全向上活動支援費１，５２７万円、私立保育園支援費８８５万円、
農業担い手育成支援費７７８万円、公園管理費３７２万円、農業災害支援費３６２万円、健康づくり推進費
３３９万円

一般会計補正予算（第３号）、国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、農業集落排水事業特別
会計補正予算（第２号）が９月議会で議決されました。

会計名 補正前の額 補正額 補正後の額

一般会計 ６７億    ４２４万円 １億３，５４６万円 ６８億３，９７０万円

国民健康保険 １９億２，８００万円 ３，２７０万円 １９億６，０７０万円

農業集落排水事業 ２億２，４６０万円 １７０万円 ２億２，６３０万円

企画課企画財政係　  【☎ 028(677)6012】

2013.10 16広報はが

るボランティアを募集し、説明会を開催

します。

■日時／１０月６日（日）１３：３０～１５：３０

■場所／宇都宮市立南図書館

■対象／１８歳以上の人

■内容／１１月２０日～２４日に開催する熱

気球競技大会でのボランティア活動（海

外選手のサポート、会場イベントの運営

補助など）についての説明

■申込／１０月４日（金）までに、ＦＡＸ

（042 (394) 9540）・Ｅメール（mc-aki@

air-b.com）で住所・氏名・電話番号・メー

ルアドレスを明記し、とちぎ熱気球選

手権実行委員会へ申し込み（当日会場

での申込可）

　平成２６年度に進学予定の人を対象

に、月額貸与奨学生、入学一時金奨学

生、東京学生寮入寮者を募集します。

　なお、奨学金の貸付原資となる善意

の寄付金を募集しています。寄付金の

振込書などは、市町教育委員会、県内

足利銀行各支店などにありますので、

ご支援をお願いします。

■募集期間／１０月１日（火）～１１月１５日（金）

■願書等／県内各中学校、高等学校、

市町教育委員会などで配布

■備考／県育英会ホームページ

http://www16.ocn.ne.jp/̃tochiiku/

　「芳賀町第５期介護保険事業計画」

に基づき、平成２６年度に老人保健福

祉施設を設置する法人を募集します。

■整備する施設／
◆認知症高齢者グループホーム

（１ユニット・定員９名）
◆特別養護老人ホーム増床

（１ユニット・定員１０名）

■募集要項／１０月１１日（金）まで健

康福祉課窓口で配布

※詳細は町ホームページをご覧ください

　福田たねの師匠、五百城文哉の特別

展を見学するツアーです。福田たねの

作品も展示されますので、ぜひ参加く

ださい。

■日時／１１月２２日（金）９：００出発

■場所／水戸市立博物館

■費用／１，０００円

■定員／３０人

■締切／１１月１５日（金）

■日時／１１月３日（日）

■場所／与能テニスコート

■定員／男子６４人、女子３２人　

■参加費／１人１,０００円　

■締切／１０月１８日（金）　

　与能出身のプロボクサー赤穂亮選手

を応援するため、町後援会を設立し、

後援会会員を募集します。

■受付／１０月９日（水）開始

■窓口／役場企画課、会計課、武道館

■年会費／１口１，０００円（窓口にある会

員申込書を記入し併せて提出）

■日時／１１月２日（土）１４：００役場発 

（町バス利用）

■会場／後楽園ホール（東京都文京区）

■定員／３５人

■参加費／１０，０００円 （チケット、Ｔ

シャツなど）

■締切／１０月１８日（金）

※詳細は申し込み時に説明します

　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／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

募　集

　町立保育園において保育士（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）

　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

　音響効果の良いホールとコンサート

ピアノを無料開放して、皆さんに音楽

を楽しんでもらう発表会です。日ごろ

の練習の成果を発表してください。ご

参加をお待ちしています。

■日時／平成２６年２月１日（土）

１３：００～

■場所／町民会館

■発表内容／ピアノ、吹奏楽、コーラス、

独唱ほか（発表時間は１人８分以内・１

団体２０分以内）

■対象／町内在住・在勤・在学者と団体

■募集人員／個人…先着２０人程度、団

体…先着５組程度

■締切／１１月１５日（金）

　大会期間中、スタッフとして活動でき

イベント
日曜結婚相談所
生涯学習センター【☎028(677)0306】

県育英会奨学生・学生寮入寮者募集
県育英会事務局 【☎028(623)3459】

芳賀チャンネルＣＭ募集
企画課情報広報係【☎028(677)6099】

赤穂亮選手試合応援ツアー
参加者募集
赤穂亮選手後援会事務局　山本
　　　　         【☎ 028(677)6099】

プロボクサー赤穂亮選手
芳賀町後援会設立のお知らせ
赤穂亮選手後援会事務局　山本
　　　　         【☎ 028(677)6099】

町老人保健福祉施設
整備法人募集
健康福祉課介護保険係
　　　　　　    【☎028(677)6015】

いおき文哉と福田たねの絵画を見
に行こう！展覧会ツアー参加者募集
総合情報館      【☎ 028(677)2525】

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

町民参加音楽発表会参加者募集
町民会館         【☎ 028(677)0009】

芳賀町テニス大会（シングルス）
参加者募集
武道館　　　　【☎ 028(677)5155】

２０１３とちぎ熱気球インター
ナショナルチャンピオンシップ
ボランティア募集
商工観光課商工観光係
　　　　　　  　【☎028(677)6018】
とちぎ熱気球選手権実行委員会
　　　　　　　【☎042(394)8320】
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