
お知らせ

■日時／１１月２１日（木）９：００～

■場所／県河内庁舎

※詳細はお問い合わせください

　町では事業の３０％を補助し、ＪＡはが

野と共同で農業用廃ビニール回収事業

を行います。希望する人は、北部経済

センターに、事前に申し込みをしてくだ

さい。

■収集期間／１１月５日（火）～８日（金）

９：００～１１：３０、１３：００～１５：００

■収集場所／ＪＡはが野祖母井倉庫前

■処理料／個人負担（当日現金を持参する）

※詳細はお問い合わせください

　町は環境にやさしい農業の取り組みと

して、農薬を使用しない病害虫防除の

事業費補助（事業費の１/４以内）を行っ

ています。

■対象品目／コンフューザーＮ、ラノー

テープ、スパイカル

■申請方法／領収書のコピーを町農政

課へ提出してください（ＪＡ購入者は別

途連絡します）

■締切／１１月２９日（金）

　農業振興地域の農用地区域内の農地

を、住宅や駐車場などとして使用する場

合や、農業用施設を建てて使用する場

合は、事前に手続きが必要です。変更を

希望する人は必要書類を添えて農政課へ

申し出てください。なお、要件を満たさ

ないものは認められないことがあります。

■受付期間／１１月１日（金）～２９日（金）

※次回は３月

■提出書類／農用地利用計画変更申出

書、その他必要書類

※詳細はお問い合わせください

　平成２５年中に新築または増築し、完

成した建物の現地調査を行います。

　この調査は固定資産評価の基礎となる

もので、町職員が伺い、建物内の各部

屋と外周を調査・確認します。なお、平

成２５年中に取り壊した建物がある場合

は、税務課窓口まで届出をお願いします。

　近年、商品やサービスの多様化に伴

い、悪質な訪問販売や勧誘、契約や取

引に関するさまざまなトラブルが発生し

ています。

　それらの不安や被害についての相談、

問題解決のための助言やあっせんなど

手助けをする目的で、益子町役場敷地

内に、芳賀町・益子町・茂木町・市貝町

の４町が共同で「芳賀地区消費生活セン

ター」を開設しています。

　トラブルに巻き込まれて困ったとき

は、一人で悩まず、すぐにご相談ください。

■場所／益子町役場敷地内

■受付／月～金（祝日・年末年始を除く）

９：００～１２：００、１３：００～１６：００

　第６０回成人式を平成２６年１月１２日

（日）に行います。式や同窓会に参加希望

の人は、参加届を提出してください。対

象者には生涯学習課から案内があります。

■対象／平成５年４月２日～平成６年４

月１日に生まれた人で、町内在住者また

は出身者

■提出先／町民会館、生涯学習セン

ター、水橋分館

■締切／１１月１６日（土）

　補聴器や人工内耳の装用を検討中の人

や関心がある人、聞こえのことで悩みを

お持ちの人を対象に、相談会を行います。

■日時／１１月１６日（土）１４：００～１６：００

※受付は１５：００まで

■場所／市貝町保健センター１階会議室

■費用／無料

　関東財務局宇都宮財務事務所では、

借金問題の相談をお受けしています。

　個人の秘密は固く守られます。必要

に応じ法律専門家をご紹介します。まず

はお気軽にお電話ください。

■相談方法／電話または面談

■相談受付日時／月～金（祝日を除く）

８：３０～１２：００、１３：００～１６：３０

■費用／無料

　住宅や事務所などに太陽光発電シス

テムを設置しませんか。

■対象／町内に住所を有する人または１

年以内に町内に住所を有する予定の人で

町税を滞納していない人、町内事業所

■補助事業の対象／住宅・事務所・事業

所・店舗などの屋根などへの設置に適し

ていて、使用分を超える余剰分を電力会

社に売電することができ、未使用で最大

出力が１０ｋｗ未満の太陽光発電システム

■補助金／１ｋｗあたり４万円で上限

１５万円

■申込方法／システム設置工事の着工

前に、環境対策課へ交付申請

　県では、中小企業の皆さんに年末の運

転資金の融資を行いますので、ぜひご利

用ください。

■融資対象者／県内に１年以上事業所

を有して営業を行っている中小企業、事

業協同組合など

■資金の使途／商品仕入れ、ボーナス

の支払いなど季節的な運転資金

■申込先／県内に本店を有する銀行、

信用金庫、信用組合の営業店

■締切／１２月３０日（月）

※詳細はお問い合わせください

難聴者の聞こえ･補聴器･
人工内耳の相談会
県難聴者協会事務所
【☎0285(51)1325】【 FAX0285(51)1326】

芳賀地区消費生活センターを
ご利用ください
芳賀地区消費生活センター
　　　　　　    【☎ 0285(81)3881】

家屋調査にご協力をお願いします
税務課資産税係 【☎ 028(677)6078】

病害虫防除事業の補助申請受付
農政課農業振興係 【☎028(677)1110】

農業用廃ビニール回収
ＪＡはが野北部経済センター　
　　　　　　    【☎ 028(677)4500】

狩猟免許試験
（社）栃木県猟友会【☎ 028(635)6317】

成人式参加届受付
町民会館         【☎ 028(677)0009】

農振除外の申出受付
農政課農業振興係【☎028(677)1110】

中小企業季節資金（年末資金）融資
県経営支援課 【☎ 028(623)3181】

太陽光発電システム設置費補助金
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎028(677)6041】

借金で悩んでいませんか？
関東財務局宇都宮財務事務所
（多重債務相談専用）【☎028(633)6294】

「１人でも雇ったら、入ろう。
労働保険」
労働保険適用促進強化月間
11月1日～30日
　労働保険（労災保険・雇用保険）は、
労働者を使用する事業主は法律で加
入が義務付けられています。まだ加入
手続きをされていない事業主の人は
手続きをしてください。
真岡労働基準監督署
　　　　　　【☎0285(82)4443】
真岡公共職業安定所
　　　　　　【☎0285(82)8655】

12月10日（火）
住民課住民戸籍係 【☎028(677)6014】
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　ボランティアの皆さんによる、絵本や

紙芝居などの読み聞かせを行います。

■日時／１１月１６日（土）１４：００～

■場所／総合情報館おはなし室

■日時／１２月７日（土）１４：００～１６：００

■場所／総合情報館多目的室

■内容／地域の文化財・歴史を守ること

の意義を、茨城におけるボランティアに

よる大震災被害からの救済・保全活動

現場の実例を通して考える

■講師／高橋修氏（茨城大学人文学部

教授）

■定員／先着３０人

■参加費／無料

■申込／電話または総合情報館窓口

　お父さんも子育てに参加しませんか。

■日時／１１月２４日（日）９：３０～１２：００

■場所／生涯学習センター

■内容／ペットボトル空気砲、飛ぶ種の

秘密

■対象／町内在住または在勤の小学生

の父子

■定員／先着１６組

■参加費／１家族５００円

■受付／１１月２日（土）９：００～

　３回コースの教室です。

■日時／１１月１６日（土）・１９日（火）・

２１日（木）１３：３０～１６：３０

■場所／生涯学習センター

■内容／ワード、エクセル、デジカメ写

真加工

■定員／先着５人

■参加費／無料（テキスト代は実費）

　つくしんぼ教室は卵・乳・小麦などを

使わない料理を学ぶ教室です。

■日時／１１月２４日（日）１０：００～１３：００

■場所／生涯学習センター

■講師／河田裕子

■参加費／１回１，０００円

■締切／１１月２０日（水）

講座・教室
芳賀町図書館おはなし会
総合情報館 　  【☎ 028(677)2525】

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

１９日（火）１０：３０～１１：３０

ぱんだクラブ（１歳児と保護者） 

　６日（水）１０：３０～１１：４５

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

１３日（水）１０：３０～１１：４５

きりんぷちクラブ（２歳以上児と保護者） 

２０日（水）１０：３０～１１：４５

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

２７日（水）　１０：３０～１１：４５

みなみ子育てサロン

（西高橋改善センターほか） 

２５日（月）１０：００～１１：４５

おでかけクラブ・みなみ子育てサロン 

（井頭公園へ行こう）

１１日（月）１０：３０～１１：３０

はじめてのベビーマッサージ 

　５日（火）・１２日（火）・１９日（火）・

２６日（火）１３：３０～１４：３０

パン作り（オピニオンリーダー事業に協力） 

２６日（火）１０：００～１２：００

子ども用品リサイクル販売　精算受付

５日（火）～２４日（日）

月～金１０：００～１６：００

土・日１０：００～１５：００

親子で３Ｂ体操（定員あり）

１９日（火）１０：３０～１１：３０

お誕生会

２５日（月）１１：３０～

Ｔｅａサロン

毎週火・金曜日１０：３０～１５：３０

（１５：００　ラストオーダー）

ひととき保育（託児）

予約制１０：００～１６：００

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】

パソコン教室
生涯学習センター【☎028(677)0306】

つくしんぼ教室
河田裕子　　　 【☎090(5400)1189】

父子ｄｅ実験
生涯学習センター 【☎028(677)0306】

情報館講座「地域の文化財・
歴史資料を守る取り組みー
茨城史料ネットの活動からー」
総合情報館 　　【☎028(677)2525】

■日時／１２月７日（土）９：００～１２：００

■場所／農業者トレーニングセンター

■内容／ゲーム大会、ミニケーキのデコ

レーション

■対象／町内小学生２０人

※とんがり教室、サタデースクール、さ

しすせそ料理教室の生徒は申込不要

■持参物／エプロン、三角巾、体育館

シューズ、ハンカチ

※暖かい服装でお越しください

■締切／１１月２２日（金）

■日時／１２月３１日（火）～平成２６年１

月１日（水）１泊２日

■内容／初日の出鑑賞、餅つき、たこ作

り、正月遊びほか

■募集人員／県民約２５０人

※部屋のタイプごとに募集、定員を超え

る場合は抽選

①ロッジ（４～８人）定員１０組②和室

（４～１０人）定員４組③洋室（２人部屋）

定員４組④洋室（３～４人部屋）定員１６

組⑤洋室（５～１０人部屋）定員２５組

■参加費／大人５，３００円、高校生３，９００

円、中学生３，１００円、小学生２，９００円、３

歳以上就学前２，１００円、３歳未満３００円

※食事の希望によって別途料金加算あり

■申込方法／はがき〒 311-1412 茨城

県鉾田市玉田 336-2 とちぎ海浜自然の

家・FAX0291-37-4008・電話※必要事

項①郵便番号②住所③電話番号④代

表者および全参加希望者の氏名・年

齢（学年）

■締切／１１月２５日（月）

■日時／１１月２６日（火）１０：００～１２：００

■場所／生涯学習センター

■内容／パン作りとお話

■講師／竹井真澄氏

■対象／一般、親子（０歳児から）

■定員／先着４０人

■参加費／５００円（材料費）

■持参物／エプロン、三角巾

■申込／子育て支援センターまたは県

家庭教育オピニオンリーダー会芳賀支

部長へ会費を添えて申し込み

■締切／１１月１５日（金）

■日時／１２月１４日（土）９：３０～１１：３０

※雨天決行

■場所／芳那の水晶湖（市貝町）

■内容／野鳥の観察ほか

■対象／園児・小学生と保護者

■持参物／帽子、水筒、筆記用具、望

遠鏡（あれば）

■締切／１２月１１日（水）

ジュニアリーダーと
クリスマス会をしよう！
南高根沢分館  　【☎028(677)0152】

海浜の初日の出
とちぎ海浜自然の家
　　　　　　    【☎0291(37)4004】

菌のある生活
「パン生地こねて免疫力アップ」

子育て支援センター【☎028(677)8400】
県家庭教育オピニオンリーダー会
芳賀支部長広木【☎028(678)0913】

親子自然教室バードウォッチング
水橋分館         【☎ 028(678)0004】
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