
■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）

■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）

■日時／１月２６日（日）８：００開場、８：１５

受付

■場所／町第２体育館

■定員／３２チーム

※希望多数の場合は抽選

■参加費／１チーム１，０００円

■申込／１月１０日（金）までに事務局へ

電話申込

■募集作品／随筆、詩、短歌、俳句、川柳

■投稿料／１部門１,５００円、２部門以上

２,５００円

■発行予定／平成２６年３月

■締切／１２月１４日（土）

　フォークリフトを使用する際の安全対策、

事故防止を目的とした講習会を開催します。

■日時／平成２６年１月２７日（月）

９：００～１１：００

■場所／ＪＡはが野芳賀梨選果場（稲

毛田）

■講師／栃木小松フォークリフト株式会社

■定員／３０人

■参加費／無料

■締切／平成２６年１月２０日（月）

■備考／当日は作業のできる服装でお

越しください

　県では、平成２６年度から２８年度の

大型イベント開催を観光誘客の絶好の

機会とし、「とちぎ周遊パスポート」事

業を実施します。パスポートをお持ちの

観光客に対し、料金割引やプレゼントな

どおもてなしサービスを提供する施設・

店舗を募集します。

■事業実施期間／平成２６年４月１日～

平成２９年３月３１日（３年間）

■締切／１２月６日（金）

※詳細はお問い合わせください

　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／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

　有名ラーメン店、カフェ、Ｂ級グルメ

の出店や、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

募　集

■募集戸数／１戸（２ＬＤＫ）

■募集する住宅／祖母井４８－３

■募集期間／１２月２日（月）～１３日（金）

※土・日・祝を除く

■家賃月額／１８，０００～３５，３００円

（所得に応じて決定）

■入居期日／平成２６年１月上旬（予定）

■申込資格／町内に住所または勤務先

を有すること、ほか条件あり

■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

　高校普通科と同等の教育を受け、各

種技術の専門教育などの勉学に励む制

度です。過程終了時には高校卒業資格

も取得します。

■受付期間／平成２６年１月１０日（金）

まで

■対象／１５歳以上１７歳未満の男子（平

成２６年４月１日現在）

■１次試験／平成２６年１月１８日（土）

■窓口／役場企画課、会計課、武道館

イベント

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
真岡募集案内所【☎ 0285(83)7818】

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

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】

日曜結婚相談所
生涯学習センター 【☎028(677)0306】

ソフトバレーボール大会参加者募集
町バレーボール協会事務局（役場建
設課内）　高松  【☎ 028(677)6097】

祖母井保育園保育士（非常勤）募集
こども育成課児童保育係
　　　　　　    【☎ 028(677)6024】

与能出身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】

真岡税務署個人課税部門 【☎0285(82)2116】

平成２５年分決算等説明会平成２５年分決算等説明会

対　象 開催日 時　間 会　場

白色記帳制度
適用者

営業所得及び
不動産所得者 １２月１２日（木）

１０：００～１２：００
真岡市公民館

農業所得者 １４：００～１６：００

青色申告者

営業所得及び
不動産所得者

１２月１７日（火）１３：３０～１５：３０
真岡市青年女性

会館

農業所得者 １２月１８日（水）１３：３０～１５：３０ 芳賀町民会館

　青色決算書や収支内訳書の作成方法、作成にあたっての注意点などについて、

説明会を開催します。講師は、税務署職員または税理士が行います。

※説明会で使用する資料は、当日会場で配布します ※詳細はお問い合わせください

とちぎ周遊パスポート
「おもてなし施設」募集
県観光物産協会  【☎ 028(623)3213】

フォークリフト安全講習会参加者募集
農業公社  　　 【☎028(677)6048】

「文芸芳賀」第２４号作品募集
町民会館　　   【☎ 028(677)0009】

省エネにご協力ください

　東京電力では、毎月の電気使用量と
料金をはじめ、ライフスタイルに合った
料金メニューや省エネなどのアドバイス
を簡単に確認できるインターネットサー
ビス（無料）をご用意しています。省エ
ネ（節電）・節約にぜひお役立てください。
【東京電力ホームページ】
http://www.tepco.co.jp/kakeibo/

東京電力  でんき家計簿　検索

《でんき家計簿のご案内》
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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：１１月１８日（月）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） 0.059

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） 0.060

芳賀町工業団地管理センター（事務室北側） 0.062

髙林　徠
らい

翔
と

 （　　　）下高根沢辰　一
京　子

佐藤　愛
め

依
い

  （　　　）祖母井有　司
仁　美

半田　莉
り

子
こ

 （　　　）下高根沢修　一
千　陽

湊　　蒼
あお

隼
ば

  （　　　）上稲毛田博　樹
可奈子

北 アサイ（73） 給　部  10/ 2

小泉　明美（65） 八ツ木  10/ 3

小池　シツ（90） 東水沼  10/ 3

黒﨑　清子（87） 下高根沢  10/ 6

田口　 夫（79） 稲毛田  10/ 7

直井　　基（85） 西高橋  10/ 7

岩渕サツイ（81） 下延生  10/17

岡田　トヨ（78） 西水沼  10/17

板橋　富治（82） 西水沼  10/19

杉田　文夫（76） 祖母井  10/21

吉田　幹男（85） 祖母井  10/21

豊﨑　フク（96） 下高根沢  10/25

大根田初江（94） 下延生  10/25

１０月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

長途　雅也・井上　依子 

八ツ木

阿久津貴史・手塚　　舞 

西高橋

関　　勝也・大塚　栄理 

祖母井

森島　卓也・小野口美寿季 

八ツ木

石川　義幸・石川　智美 

祖母井

小山内翔太・井田絵梨菜 

西水沼

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

　『逆説の日本史』などの著者である井

沢元彦氏による講演のほか、人権啓発

パネル・ポスターの展示などを行います。

手話通訳・要約筆記対応します。皆さん

ぜひお越しください。

■日時／平成２６年１月１８日（土）

１４：００～１５：４５※開場１３：３０

■場所／町民会館ホール

■演題／「歴史の中の人権」

■講師／井沢元彦氏（作家）

■日時／１２月４日（水）～２２日（日）

９：３０～１７：００

※４日は１２：３０～、２２日は～１５：００

■場所／総合情報館展示室

■日時／１２月１４日（土）～２３日（月）

■場所／道の駅はが

■内容／冬野菜の直売、冬のお菓子販売、

クリスマス・正月用の鉢花特売

◆イベント：

１２月１５日（日）倉沢大樹エレクトーン

ミニコンサート①１０：００～②１３：００～

１２月２１日（土）ジョイスマイル・ゴスペ

ルライブ①１０：００～②１３：００～

１２月２２日（日）餅つき大会・即売会

１０：００～

　地域の方に作業所をより知っていただ

人権講演会「歴史の中の人権」
住民課住民戸籍係【☎ 028(677)6014】

 

■日時／１２月１８日（水）

９：００～１２：００・１３：００～１７：００

■場所／役場１階町長室

■日時／１２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

■場所／農業者トレーニングセンター

※前日の１７：００までに電話予約

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】

菅谷　宗
そう

司
し

  （　　　）西高橋知　志
晃　子

くことを目的に、感謝をこめて楽しいイ

ベントを企画します。

■日時／１２月１４日（土）１０：００～１４：００

※雨天の場合は状況による

■場所／けやき作業所（祖母井2244）

■内容／芳賀東小学校マーチングバン

ド、焼き立てパン販売、模擬店、ミニ

ミニバザー、お楽しみ抽選会など

※詳細はお問い合わせください

芳賀絵画教室作品展
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

寒さが野菜をおいしくする
冬の味覚祭＆
クリスマス・正月鉢花フェア
道の駅はが 　  【☎ 028(677)6000】

平成2５年
工業統計調査を実施します

　工業統計調査は我が国
の工業の実態を明らかに
することを目的とした統
計法に基づく報告義務が
ある重要な統計です。
  調査結果は中小企業施策
や地域振興などの基礎資
料として利活用されます。

  調査時点は２5 年１２月３１日です。
  調査票へのご回答をお願いいたします。

平成２５年度けやきまつり
けやき作業所　 【☎028(687)1040】

防犯診断・巡回指導を実施します
12月6日（金）19:45 ～
総務課地域安全対策係
　　　　　　 【☎028(677)6029】
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