お知らせ
新規就農報奨金の申請受付
農政課農業振興係【☎ 028(677)6053】
■対象／平成２５年４月以降に新規就農
（農業後継者、他産業からの転職）した
４５歳未満で、農業に従事している人
■締切／平成２６年１月３１日（金）
※青年就農給付金（国庫補助）の交付
を受けている人、または交付予定の人
は対象外

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

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】

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】
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。

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】
悪質な訪問販売や勧誘、契約や取引
に関する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

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

平成２６年度芳賀町競争入札
参加資格審査申請受付
総務課管財係 【☎ 028(677)6011】
町では、入札参加資格審査申請を受
け付けます。
■受付期間／平成２６年１月２０日（月）

年末・年始の業務のご案内
12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
役場一般業務

業務

自動交付機
総合情報館
町民会館、生涯学
習センター、武道
館、海洋センター

1/2

1/3

1/4

1/5

業務

休
稼働

休

業務

休

稼働
業務

業務

休

休

ロマンの湯

営業（12/31 は 16:00 まで）

芳賀広域行政斎場
あっとほーむ

業務
業務

ぴよぴよ

業務

ふれあいタクシーひばり

業務

休

営業

休

1/3 午後から業務
業務

休
休

業務
休

業務

役
場【☎ 028(677)1111】 総 合 情 報 館【☎ 028(677) 2525】
町 民 会 館【☎ 028(677)0009】 生涯学習センター【☎ 028(677)0306】
武 道 館【☎ 028(677)5155】 海 洋 セ ン タ ー【☎ 028(677)0030】
道 の 駅 は が【☎ 028(677)6000】
ロ マ ン の 湯【☎ 028(677) 4126】
あっとほーむ【☎ 028(677)8400】
ぴ よ ぴ よ 【☎ 028(677) 0110】
ふ れ あ い タ ク シ ー ひ ば り【☎ 028 (677)2323】
芳賀地区広域行政事務組合（斎場）
【☎ 0285(82)9151】
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講座・教室
芳賀町図書館おはなし会
総合情報館

【☎ 028(677)2525】

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／１２月２１日（土）１４：００〜
■場所／総合情報館おはなし室

情報館講座「地域の文化財・
歴史を守る取り組み−茨城史
料ネットの活動から−」
総合情報館

【☎ 028(677)2525】

■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

親子自然教室バードウォッチング
水橋分館

【☎ 028(678)0004】

■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）

冬休み短期・チャレンジ水泳教室

営業（12/31 は 20:00 まで）

道の駅はが
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1/6

〜２月７日（金）
■様式／町指定様式、国・県様式（Ａ
４サイズ）
※要領・様式は町ホームページや総務
課窓口で配布中
■提出方法／持参または郵送（当日消
印有効）
■有効期間／平成２６年４月１日〜平成
２７年３月３１日
※詳細は町ホームページをご覧ください

※時間はすべて９：００〜１０：００
■参加費／町内在住者２，
４００円、町外
在住者３，
６００円
■締切／各コース初日の１週間前

子ども茶道教室
祖母井分館

【☎ 028(677)0132】

■日時／全 7 回
① 1 月 11 日（土）お茶の作法
② 1 月 25 日（土）お茶のいただき方
③ 2 月 1 日（土）抹茶碗づくり
④ 2 月 8 日（土）お茶のいただき方 2
⑤ 2 月 15 日（土）お茶の点て方
⑥ 2 月 22 日（土）お茶の点て方 2
⑦ 3 月 1 日（土）生涯学習まつり参加
時間はすべて１０：００〜１２：００
■場所／町民会館和室
■対象／町内小学生
■定員／先着２０人
■講師／矢口マサ先生・三戸綾乃先生
（協力：更生保護女性会）
■参加費／各回 300 円
（抹茶、
茶菓子代）
■申込／１２月１３日（金）〜２７日（金）

海浜の旬・あんこう
とちぎ海浜自然の家
【☎ 0291(37)4004】
■期日／平成２６年１月２５日（土）〜
２６日（日）１泊２日
■内容／全体活動：あんこうの吊るし切
り実演、選択活動１：海浜あんこうウル
トラクイズほか、選択活動２：塩作り＆
つぼ焼きイモほか
■募集人員／県民約２５０人
※定員を超える場合は抽選
■ 参 加費 ／大５，０００円、 高 校 生３，
６００円、中学生２，
８００円、小学生２，
６００円、３歳以上就学前１，
８００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
及び全参加希望者の氏名・年齢（学年）
■締切／１２月１８日（水）

家族で星空観察

海洋センター 【☎ 028(677)0030】

とちぎ海浜自然の家
【☎ 0291(37)4004】

各コース最終日はお楽しみミニイベン
トもあります。短期教室に参加し、
１２
〜１月中にスクールにご入会された人に
は、入会事務手数料無料で、スクール
水着・水泳キャップをプレゼントします。
■対象／幼児、小学生
■コース・定員／短期Ａ・スクール生：
１２月２１日（土）〜２３日（月）４０人
短期Ｂ：１２月２６日（木）
〜２８日（土）
２０人
短期Ｃ：平成２６年１月４日
（土）〜６日
（月）
４０人

■期日／平成２６年１月１８日（土）〜
１９日（日）１泊２日
■内容／プラネタリウム鑑賞、太陽観察、
星空観察、塩づくり、貝殻キーホルダー
づくりほか
■募集人員／４０人
※定員を超える場合は抽選
■参加費／大人５，
０００円、高校生３，
６００円、中学生２，
８００円、小学生２，
６００円、３歳以上就学前１，
８００円、
３歳未満３００円

■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事業名「家族で星空観察」②代表者
氏名③郵便番号④住所⑤電話番号⑥参
加希望者の氏名年齢（学年）
■締切／１２月１８日（水）

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】
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）
２５日（水）１０：３０〜１１：４５
きりん ぷちクラブ（２歳以上児と保護者）
１８日（水）１０：３０〜１１：４５
うさぎクラブ（親子運動あそび）
１１日（水）１０：３０〜１１：４５
みなみ子育てサロン
（西高橋改善センター）
２日（月）１０：００〜１１：４５
おでかけクラブ
９日（月）１０：３０〜１１：３０
お楽しみかめのこタイム「影絵」
１３日（金）１１：００〜１１：４５
お楽しみかめのこタイム「昔語り」
２０日（金）１１：３０〜１２：００
しめ縄作り
１９日（木）１０：３０〜１１：３０
はじめてのベビーマッサージ
３日（火）
・１０日（火）
・２４日（火）
・１月７日（火）
１３：３０〜１４：３０

お楽しみかめのこタイム「影絵」
影絵で歌やお話を上演します。一緒
に観賞しませんか。
■日時／１２月１３日（金）
１１：００〜１１：４５
■場所／生涯学習センター 研修室
■入場料／無料
■公演者／宇都宮市ボランティアグルー
プ 影絵光
しめ縄作り
手作りのしめ縄を飾って、お正月を迎
えましょう。
■日時／１２月１９日（木）
１０：
３０〜１１
：
３０
■場所／生涯学習センター わんぱく
ひろば
■参加費／無料
■定員／先着１０組

子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）
【☎ 028(677)0110】
お誕生会＆クリスマス会
■日時／１０日（火）１０：３０〜１２：００
■場所／町民会館２Ｆ リハーサル室
ひととき保育（託児）
■日時／予約制 １０：００〜１６：００
■場所／子育てひろば ぴよぴよ
Ｔｅａサロン
■日時／毎週火曜日１０：３０〜１５：３０
（１５：００ ラストオーダー）
■場所／子育てひろば ぴよぴよ

１２月１０日（火）
住民課住民戸籍係【☎ 028(677)6014】

12月議会定例会の日程
議会事務局 【☎ 028(677)6023】
期
日
１２月３日（火）
１２月４日（水）
１２月５日（木）
１２月６日（金）

内
容
開会、提案理由の説明、一般質問（２人）
休会
一般質問（４人）
質疑・討論・採決

≪一般質問≫
④北條勲議員
①見目匡議員
○条例の制定について
○これからの芳賀町の農業農村をどう考えるのか
○職員の育成について
②水沼孝夫議員
○宝くじ売り場について
○町有施設のエネルギー管理について
⑤大島浩議員
○芳賀バイパス開通に伴う道の駅はがの対応に
○空き家対策について
ついて
⑥小林一男議員
○モテナス商業集積地について
○交通行政について
③増渕さつき議員
○盗難対策について
○高齢者福祉の充実のために
○資源型循環社会「環の町芳賀」推進をめざして
○子ども虐待をなくそう
※議会の様子は芳賀チャンネルで放映されます。詳しくは番組表をご覧ください。
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