
　

　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

　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

　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）

　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。

■窓口／役場企画課、会計課、武道館

■年会費／１口１，０００円以上（窓口にあ

る会員申込書を記入し併せて提出）

　チャリティ協賛者からのたくさんの賞

品がありますので、皆さん気軽に参加し

てみませんか。

■日時／１１月２８日（木）

■場所／ロイヤルメドウゴルフスタジアム

■競技方法／１８ホールストロークプ

レー（新ぺリア方式）※表彰式あり

■参加費／２，５００円（チャリティー代

５００円）

■プレー費／６，５００円（食事代、ワンド

リンク、パーティ代含む）

■締切／１１月１４日（木）

■募集人員／一般事務１人

■応募資格／介護支援専門員及び介護

福祉士の資格を有し、昭和４３年４月２

日以降生まれの人

■応募方法／市販の履歴書に必要事項

を記入し、資格証明書を添付して持参

または郵送

■募集期間／１１月５日（火）～１５日（金）

■備考／試験日は後日連絡

※詳細はお問い合わせください

　芳書会員による書道展です。ぜひご

覧ください。

■日時／１１月４日（月）まで

９：３０～１７：００（４日は１５：００まで）

■場所／情報館展示室

　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。

　なお、町内在住の２０歳以上の未婚

の人を対象に、婚活パーティーなどに参

加された場合、１回につき支援金３，０００

円を年３回まで交付します。申請方法な

ど詳細はお問い合わせください。

■日時／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

　矯正関係の資料展示などのほか、イ

ベントや刑務所作業製品の展示即売を

行います。

■日時／１１月２３日（土）９：００～１５：００

■場所／黒羽刑務所

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）

　町営住宅の入居者を募集します。

■募集戸数／１戸 (２ＬＤＫ)

■募集する住宅／大字祖母井４８－３　

■募集期間／１１月５日（火）～１５日（金）

※土・日・祝日を除く

■家賃月額／１８，０００～３５，３００円

（所得に応じて決定）

■入居期日／平成２５年１２月上旬（予定）

■申込資格／①町内に住所または勤

務先を有すること②町税を滞納して

いないこと③現在同居しているか同

居する親族がいること④収入月額が

１５８，０００円以下であること（障害者

がいる世帯などは２１４，０００円以下）

⑤暴力団員ではないこと

■選考方法／書類審査・現地調査※資

格適格者が多い場合は選考または抽選

■申込方法／入居申込書に必要書類を

添付して、都市計画課へ提出（郵送可）

※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

イベント

日曜結婚相談所
生涯学習センター【☎028(677)0306】

芳賀チャンネルＣＭ募集
企画課情報広報係【☎028(677)6099】

町社会福祉協議会一般職員募集
町社会福祉協議会 【☎028(677)4711】

町営住宅の入居者募集
都市計画課都市計画係
　　　　　　   【☎ 028(677)6020】

芳書会書展
総合情報館  　 【☎ 028(677)2525】

地域とのふれあいの黒羽矯正展
黒羽刑務所　【☎ 0287(54)1198】

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

プロボクサー赤穂亮選手
芳賀町後援会会員募集
赤穂亮選手後援会事務局　山本
　　　　         【☎ 028(677)6099】

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

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

町チャリティゴルフ大会参加者募集
町ゴルフ連盟事務局　山本
　　　　　　    【☎ 028(677)6099】栃木労働局賃金室 【☎028(634)9109】

確認しましょう！ 栃木県の

１０月１９日発効
特定の産業には特定（産業別）最低賃金が
定められています。

最低
賃金 718円時 

間 

額
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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：１０月１１日（金）１４：００

　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。

　町消防団２００人の勇姿をぜひご覧ください。

●期日　１１月２３日（土）

◆通常点検

・時間　８：３０～

・場所　総合運動公園

・内容　人員並びに服装点検、各表彰

◆放水点検

・時間　１１：３０～

・場所　役場西側

◆分列行進※場所が変更になりました

・時間　１１：００～

・場所　商業集積地「モテナス芳賀」南

環境対策課環境対策係　  【☎ 028(677)6041】

総務課地域安全対策係　 【☎ 028(677)6029】

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） 0.063

芳賀北小学校（職員室前） 0.070

芳賀南小学校（職員室前） 0.064

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

芳賀町消防団通常点検

モテナス
芳賀

県道宇都宮茂木線芳賀バイパス

西 東

矢口陽
ひ ま り

茉莉 （　　　）上稲毛田直　道
沙　織

佐藤　陽
ひな

音
と

 （　　　）稲毛田正　規
千　枝

平野　瑛
えい た 

太 （　　　）下延生昭　二
紗　代

黒﨑　翔
しょう

太
た

 （　　　）芳志戸　優
　彩

平野 　遼
　りょう

太
た

 （　　　）下延生昭　二
紗　代

藤平　來
らい か 

花 （　　　）祖母井宗　史
美　奈

大根田麗
うる み 

心 （　　　）与　能　慎
裕　美

安部　和
かず き 

希 （　　　）下高根沢秀　和
陽　子

玉川　小
 こ ふみ

文 （　　　）西水沼英　志
美　佳

中山　フサ（84）  祖母井  8/31

髙砂　スミ（83）  東水沼  9/ 3

小林　　守（67）  東高橋  9/ 4

阿部　靜江（86）  西水沼  9/ 7

小林　ハツ（96）  東高橋  9/ 7

戸 　ヒデ（86）  東高橋  9/ 7

小川カツヱ（94）  東水沼  9/10

阿久津仁一（82）  芳志戸  9/12

中村　　一（83）  上延生  9/13

小竹　アヤ（80）  西高橋  9/19

鈴木　優子（55）  下高根沢  9/24

田辺　　實（80）  祖母井  9/25

武田　　元（84）  下高根沢  9/29

９月１日～３０日届出（掲載は承諾者のみ）

阿久津利文・武田　充恵 

西高橋

小池　広幸・君嶋　恵子 

祖母井

印南　和良･直井美恵子　　

下高根沢

　有名ラーメン店、カフェ、ご当地Ｂ級

グルメの出店や、特設ステージでのライ

ブパフォーマンス、役場庁舎前を彩るイ

ルミネーション点灯式や抽選会など、冬

を楽しむイベントが盛りだくさんです。

ぜひご来場ください。

■日時／１２月８日（日）１１：３０～

※イルミネーション点灯式（カウントダウ

ン）１６：４０～

■場所／役場駐車場

※イルミネーションは１２月８日（日）～

２５日（水）の１７：００～２１：００点灯

ＨＡＧＡグルミネーション
フェス２０１３
ときめきＨＡＧＡ未来研究会
（町商工会）　   【☎028(677)0144】

菱沼寅三郎（86）  西水沼  9/21

秋季全国火災予防運動
消すまでは　心の警報　
ONのまま
11月9日（土）～15日（金）

　火災の発生しやすい季節ですので、
十分注意しましょう。
・住宅用火災警報器を設置しましょう
・建物内外を整理整頓しましょう
・燃えやすい物は建物の周囲に置かな
　いようにしましょう
・消火器や住宅火災警報器の、悪質訪
　問販売と点検業者に注意しましょう

真岡消防署芳賀分署
　　　　　　【☎028(677)0212】

全国一斉
女性の人権ホットライン
　      　　　　　強化週間

秘密は厳守します
11月18日（月）～24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

無料電話相談 【☎0570(070)810】

 

■日時／１１月５日（火）・１５日（金）

９：００～１２：００・１３：００～１７：００

■場所／役場１階町長室

■日時／１１月１９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

※１２月から予約制になります

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
企画課情報広報係 【☎028(677)6099】

町長と対話の日
企画課情報広報係【☎028(677)6099】
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