
■報酬／月額２００，０００円（特別報酬・

通勤手当あり）

■応募方法／市販の履歴書に必要事項

を記入し、教員免許状の写しを添付し

てこども育成課へ提出（郵送可）

■締切／１月３１日（金）必着

　英語教育の充実を図るため、小学校

英語活動において担任の補助をする非

常勤講師を募集します。

■採用人数／１人

■応募資格／教員免許状（英語）また

はこれに準ずる資格の取得者で、心身と

もに健康で町内小学校に通勤可能な人

■雇用期間／平成２６年４月１日～平成

２７年３月３１日（１年間）

■勤務時間／１日７時間３０分

■報酬／月額２００，０００円（特別報酬・

通勤手当あり）

■応募方法／市販の履歴書に必要事項を

記入し、こども育成課へ提出（教員免許

状等取得者はその写しを添付）（郵送可）

■締切／１月３１日（金）必着

　

■募集人員／若干名

■条件／６０歳くらいまでの人、時給

８００円

■勤務日／毎週月～金（週のうち１日程

度休日あり、ほか年８～９日の土曜出勤

あり）

■勤務時間／１３：００～１９：００の時間内

（応相談）

■勤務場所／農業者トレーニングセン

ター、生涯学習センター、芳賀南小

■申込方法／市販の履歴書で１月６日～

２０日に持参または郵送

※後日面接あり

　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／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／１月２０日（月）

※当日は作業のできる服装でお越しくだ

さい

■規定／町内の自然、名所旧跡、年中

行事、イベントなどを撮影したもの。カ

ラープリント４ツ切サイズ（ワイド可）。

未発表作品。１人５点まで※デジタル撮

影の場合は４００万画素以上のものを銀

塩プリントしたもの※合成不可

■賞品／最優秀賞１点…賞金３万円と副

賞、特選２点…賞金１万円と副賞、準特

選５点…賞金５，０００円副賞など

■応募方法／町観光協会（町商工観光

課内）へ郵送または持参

■締切／１月１７日（金）必着

　毎年大字体協チームなど町内からの

ほか、近隣市町からも参加があり、盛

大に楽しく行われます。賞品も盛りだく

さんです。参加をお待ちしています。

■日時／２月２３日（日）受付８：３０、開

会式９：００

■場所／町第２体育館

■種目／男子の部（混合可）、女子の部

■参加費／１チーム２，０００円

■申込／２月５日（水）までに申込書・

参加費を武道館窓口へ

■募集学科・定員・訓練期間／木造建

築科・１５人・３年、建築設計科・１０人・２年

■授業日／毎週土曜日１３：００～

■募集期間／３月３１日（月）まで

■入校／４月

■入学金／５，０００円

■授業料／年間６０，０００円（授業以外

募　集

　３月末まで、または４月から勤務でき

る保育士（非常勤）を募集しています。

■雇用期間／①平成２６年３月３１日まで

②平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

■採用人数／①２人②３人程度

■勤務場所／①町内保育園②祖母井保

育園

■応募資格／保育士の資格を有する人

■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）

■応募方法／市販の履歴書に必要事項

を記入し、保育士免許状写しを添付し

て町こども育成課へ提出（郵送可）

■締切／②は１月３１日（金）必着

※詳細はお問い合わせください

　きめこまやかな指導の充実を図るた

め、複数担任制クラスで担任の補助を

する非常勤講師を募集します。

■採用人数／小学校２人、中学校１人（数学）

■応募資格／各校種の教員免許状の取

得者で、心身ともに健康で町内小中学

校に通勤可能な人

■雇用期間／平成２６年４月１日～平成

２７年３月３１日（１年間）

■勤務時間／１日７時間３０分

小学校英語指導講師募集
こども育成課学校教育係
　　　　　　    【☎ 028(677)1414】

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

学童保育指導員募集
町社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

真岡共同高等産業技術学校
平成２６年度入校生募集
職業訓練法人真岡共同高等産業技
術学校  　　　 【☎ 0285(83)3201】

小中学校学習指導助手募集
こども育成課学校教育係
　　　　　　    【☎ 028(677)1414】

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

芳賀ほっとはーとインディアカ
大会参加募集
事務局　中村 　【☎028(677)9012】

観光写真コンテスト
町観光協会　　　【☎ 028(677)1115】

町民会館 　【☎028(677)0009】
総合情報館 【☎028(677)2525】芳賀町美術展作品募集

部　門 募　集　規　定

絵　画 大きさ３０号以内、洋画・日本画・版画

書　道 全紙１/２（半切）以下

陶　芸 大きさ・形状など自由

写　真
白黒・カラー可。四ツ切以上、全紙、額入（ガラス額不可）に限る。
※人物の場合は、本人の了承を得ていること。

■応募点数／１人１点まで

■応募方法／１月２１日（火）までに町民会館に出展票を提出

■開催期間／２月６日（木）～２７日（木）

■開催場所／総合情報館

■搬入日時／絵画・書道・写真：２月４日（火）、陶芸：２月５日（水）各日９：３０～

■搬出日時／２月２７日（木）１５：００～
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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：１２月１６日（月）　９：００

　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） 0.057

芳賀北小学校（職員室前） 0.065

芳賀南小学校（職員室前） 0.058

芳賀中学校（職員室前） 0.059

芳賀町工業団地管理センター（事務室北側） 0.060

小川ウメノ（85） 東水沼  11/28

大根田ヨシ （87） 西高橋   11/1

佐間田ツガ（87） 上延生  10/30

人見　ソノ （91） 下高根沢   11/1

大根田忠男（85） 下高根沢  11/4

磯　　ハナ（91） 芳志戸  11/6

前沢　和雄（70） 下高根沢  11/6

矢口キクノ（98） 上稲毛田  11/9

君島シズヱ（86） 東水沼  11/9

杉田　智美（26） 祖母井  11/15

秋山　知康（71） 東水沼  11/21

登立　　悟（73） 稲毛田  11/21

熊谷　フク（96） 与　能  11/22

塙　　タイ（101） 下延生  11/23

加藤　　和（85） 給　部  11/25

箕輪利惠子（72） 下高根沢  11/25

１１月１日～３０日届出（掲載は承諾者のみ）

石川　雅史・宮田　裕子 

東水沼

早川　　隆・大島　知美 

稲毛田

小林　　峻・上野　美香 

芳志戸

の教科書、材料費などは無償支給）

※問合せは火～土９：００～１６：００

　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／１月１８日（土）１４：００～

■場所／総合情報館おはなし室

■期日／２月１６日（日） 

■場所／福島県内スキー場 

■講師／町体育協会スキー部

■対象／小学生・一般４０人※小学生は

保護者同伴 

■参加費／２，０００円 

■申込期間／１月７日（火）～１８日（土）

　卵・乳・小麦などを使わない料理を学

ぶ教室です。

■日時／１月１２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／１月１０日（金）

①いきいきチャレンジ※締切１月１４日（火）

●期日／２月８日（土）～９日（日）１泊２日

●内容／鮭飯と漁師鍋づくり、ふれあ

い交流創作活動（竹細工など）ほか

●募集人員／大人のみ約５０人

●参加費／５，２００円※選択活動に

よっては別途料金加算あり

②水族館バックヤードツアー※締切２月

３日（月）

●期日／３月１日（土）～２日（日）１泊２日

●内容／全体活動：アクアワールド大洗

水族館バックヤードツアーと自由見学ほ

か、選択活動：忍者修行遊び、サンド

とちぎ海浜自然の家
とちぎ海浜自然の家【☎ 0291(37)4004】

スキー・スノーボード教室
武道館    　　　 【☎028(677)5155】

つくしんぼ教室
河田裕子　　　【☎ 090(5400)1189】

青栁　諒
りょう

太
た

  （　　　）西水沼敬　之
望　美

持田　　葵
あおい

  （　　　）西水沼和　彦
明　子

瀧田　香
か な

奈  （　　　）八ツ木　要
由佳李

沼能叶
か ほ の

帆乃  （　　　）下高根沢良　法
亜咲美

野澤　隼
はや

人
と

  （　　　）下延生儀　之
　桜

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

危ない投資勧誘に注意！
高齢者を中心に狙われています。
おかしいなと思ったら、迷わず相談して
ください！
関東財務局証券監督第１課
（平日9:00 ～17:00）
　　　　　　 【☎ 048(613)3952】
金融庁金融サービス利用者相談室
（平日10:00 ～17:00）
　　　　　　 【☎ 0570(016)811】
※ IP 電話・PHSからは
                   【☎ 03(5251)6811】

■日時／３月８日（土）１回目上映１０：

００～、２回目上映１４：００～

■場所／町民会館ホール

■料金／一般８００円、子ども（４歳～

高校生）５００円、ペア券（一般２人）

１，５００円※全席自由、当日各２００円増

■チケット販売所／町民会館、生涯学

習センター、水橋分館、総合情報館、

南高簡易郵便局、道の駅はが、ふじや、

石川商店、セブンイレブン芳賀祖母井店、

モンマートぬまのう、サンクス西水沼店

　県内のゆるキャラも大集合！

　新春イベント盛りだくさんの道の駅は

がにぜひお越しください。

■期日／１月１１日（土）～１３日（月）

●甘酒無料サービス１１日（土）９：００

～先着５００人●もれなく当たる福引き

大会１１日（土）９：００～先着５００人

※当日、道の駅はが内の店舗で合計

１，０００円以上お買い上げの人が対象

特賞／道の駅はが商品（１，０００円相当）

当たり／道の駅はが店舗５００円利用券

友遊賞／野菜、花、ジュース

●モンキーパフォーマンス１１日（土）

１０：００～・１３：００～●フリーマーケッ

ト１２日（日）９：００～１５：００●ピエロ

のななちゃん１３日（月）１０：００～１３：００

町民会館映画会「そして父になる」
町民会館　　　 【☎028(677)0009】

イベント

道の駅はが「新春大感謝祭」
道の駅はが       【☎028(677)6000】

ブラストグラスづくりほか

●募集人員／県民約１５０人※定員を超

える場合は抽選

●参加費／大人６，２００円、高校生４，８００

円、中学生３，３００円、小学生３，１００円、３歳

以上就学前１，９００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②郵便番③住所④電話番

号⑤代表者と全参加希望者の氏名・年

齢（学年）・性別
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