町テニス大会（ダブルス）
参加者募集
武道館

募 集
町奨学生募集
こども育成課学校管理係
【☎ 028(677)1414】
■貸付額／高等学校 ･ 専修学校（高等
課程）…月額２０，
０００円以内、高等専
門学校…月額３０，
０００円以内、短大 ･
大学 ･ 専修学校…月額４０，
０００円以内
■対象／町内に１年以上住所があり、高
校 ･ 大学などに進学又は在学する人
※勉学のために町外に住んでいる場合
も対象
■申込期間／２月３日（月）
〜３月３１日
（月）

ユートピア農園をご利用ください
農政課農業振興係【☎028(677)6053】
■対象／農家以外で、定期的に農園を
訪れることができ、荒らさないように管
理できる人とその家族（グループの場合
はその構成員）
■場所／下延生
■貸出区画／約３０㎡（５ｍ×６ｍ）、約
１５㎡（３ｍ×５ｍ）
■貸出期間／５年以内（１年間の取り扱
いは４月１日〜翌年３月３１日。中途申込
の場合は許可日から最初に到来する３月
３１日まで）
■賃借料／３０㎡…６，
０００円、
１５㎡…３，
０００円
■申込／農政課窓口

芳賀チャンネルＣＭ募集
企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】
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

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
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与能出身プロボクサー赤穂亮
選手町後援会会員募集
町赤穂亮選手後援会事務局 山本
【☎ 028(677)6099】
世界チャンピオンを目指している赤穂
亮選手を応援しましょう。
■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）

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】
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

平成２６年度県地球温暖化
防止活動推進員募集
県地球温暖化対策課【☎ 028(623)3262】
県では、日常生活の中で身近なエコ
活動や環境に配慮した行動をし、仲間、
行政、企業などと連携して「環境にやさ
しい エコとちぎ 」づくりのお手伝いを
していだたく「地球温暖化防止活動推
進員」を募集します。
■任期／平成２６年４月１日から平成２８
年３月３１日まで（２年間・更新可能）
■要件／次のすべてに該当する人①県内
在住②年齢が満２０歳以上（平成２６年
４月１日現在）③地球温暖化対策のた
めの活動に熱意と識見を有し、地域に
おいて活動できる人
■活動内容／①自主的な普及活動など
の推進②町や県、推進活動センターな
どと連携した普及活動などの推進
■募集人員／６０人（選考委員会にて選
考し、結果は応募者全員に通知します）
■応 募方法／必要事項を記入した応
募用紙を県地球温暖化対策課へ郵送
（ 〒 320-8501 宇 都 宮 市 塙 田 1-1-20）
ま た はＦＡＸ 028(623)3259 ・メール
（chikyu-ondanka@pref.tochigi.lg.jp）
■締切／２月２８日（金）必着

【☎ 028(677)5155】

■日時／３月２日（日）
９
：００試合開始
■場所／与能テニスコート
■定員／男子…先着４８組、女子…先着１６組
■参加費／１組２，
０００円
■申込／２月１５日（土）までに参加費
を添えて武道館窓口へ※この日以降の
キャンセルは受け付けません

町子ども・子育て会議委員募集
こども育成課児童保育係
【☎ 028(677)6024】
幼児期の学校教育・保育や地域の子
ども・子育て支援を総合的に推進する
ための ｢子ども・子育て新 制度 ｣ が、
平成２７年４月に始まります。詳しくは、
内閣府ホームページ（http://www8.cao.
go.jp/shoushi/shinseido/）をご覧ください。
町では、子ども・子育て支援について
のニーズを把握し、幼児期の教育や保
育のサービスの提供を計画的に進める
ため「町子ども・子育て会議」を設置し
ます。この度、町民の皆さんから幅広い
意見をいただくため、委員を募集します。
■対象／町内在住の小学６年生までの
子どもの保護者、または青少年の健全
育成や地 域の子育て支援に興味のあ
る人
■任期／委嘱の日から平成２７年３月まで
■募集人数／２人
■募集期間／２月２１日（金）まで
※詳細はお問い合わせください

講座・教室
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／２月１５日（土）１４：００〜
■場所／総合情報館おはなし室

ネイチャースクール
「スノーシューで雪の森へ」
南高根沢分館 【☎ 028(677)0152】
■日時／２月２２日（土）８：３０〜１６：３０
■場所／日光自然博物館近辺（生涯学
習センター集合・解散）
■内容／スノーシューでハイキング・雪
遊び
■対象／町内在住・在勤の親子
■定員／先着２５人
■費用／無料（荒天時は日光自然博物
館入館料・クラフト材料費として大人
５００円、４歳〜小学生２５０円）
■締切／２月１５日（土）※日・月休館

冬の野鳥観察
水橋分館

【☎ 028(678)0004】

■日時／２月１５日（土）８：３０役場駐輪
場集合・出発※小雨決行
■場所／渡良瀬遊水池、谷中湖周辺ほ
か※雨の場合はわたらせ遊水池歴史民
俗資料館ほか
■対象／園児・小学生と保護者（保護
者は１人に限る）
■定員／先着２５人
■持参物／昼食
■申込／２月１日（土）
９：００〜電話受付
※日・月休館

家族で臨海学校
とちぎ海浜自然の家
【☎ 0291(37)4004】
■期日／２月２２日（土）〜２３日（日）
１泊２日
■内容／全体活動：塩作り、つぼ焼きい
も、野外調理（ポークカレー）、選択活動：
サンドブラストグラス作り、マリンアート
■募集人員／県民で小学４〜６年生の
いる家族２０組
※定員を超える場合は抽選
■参加費／大人６，
１００円、高校生４，
７００円、中学生３，
９００円、小学生３，
７００円、３歳以上就学前２，
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郵便番号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）
■締切／２月１０日（月）

わらべうたと昔あそび
あっとほーむ（生涯学習センター内）
【☎ 028(677)8400】
■日時／２月２３日（日）
１３：００〜１５：００
■場所／生涯学習センター研修室
■講師／田村洋子氏（ＮＰＯ法人日本わ
らべうた協会代表）
■参加費／無料
■申込／不要
■備考／動きやすい服装でお越しください

１２月１日〜３１日届出（掲載は承諾者のみ）

子育てガイド
子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）
【☎ 028(677)0110】
【貸切イベント】おしゃべりｃａｆ é
■日時／７日（金）１０：３０〜１２：００
お誕生会
■日時／１７日（月）１１：３０〜
ひととき保育 （託児）
■日時／予約制 １０：００〜１６：００
Ｔｅａサロン
■日時／毎週火・金曜日１０：
３０〜１５：３０
（１５：００ ラストオーダー）

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】
お出かけ「ヘリポートへ行こう」
３日（月）１０：２０〜１１：３０
託児付講座「子ども・子育て支援新制
度」ってな〜に？
４日（火）１０：３０〜１２：００
ぱんだクラブ（１歳児と保護者）
５日（水）１０：３０〜１１：４５
みなみ子育てサロン（西高橋改善セン
ター）
１０日（月）
・２４日（月）１０：００〜１１：４５
きりんぷちクラブ
（２歳以上児と保護者）
１２日（水）１０：３０〜１１：４５
こあらクラブ（０歳児と保護者）
１８日（火）１０：３０〜１１：３０
きりんクラブ（２歳以上児と保護者）
１９日（水）１０：３０〜１１：４５
お楽しみかめのこタイム「昔かたり」
２１日（金）１１：３０〜１２：００
うさぎクラブ（親子運動あそび）
２６日（水）１０：３０〜１１：４５
お楽しみかめのこタイム「エプロンシア
ター」
２８日（金）１１：３０〜１２：００
はじめてのベビーマッサージ（募集中）
２５日
（火）
・３月４日
（火）
・３月１１日
（火）
・
３月２５日（火）１３：３０〜１４：３０

芳賀町内空間放射線量の測定結果
環境対策課環境対策係
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弘（75）東高橋 12/8

長谷川市郎（85）八ツ木 12/9
滝田

（83）祖母井 12/10

黒﨑

良市（88）芳志戸 12/11

小林

和樹（26）東高橋 12/12

土井

美榮（97）東水沼 12/12

直井

スミ（83）西高橋 12/14

伊藤

ミエ（84）東水沼 12/15

直井

六郎（82）西高橋 12/15

水沼

ミツ（87）下延生 12/16

【☎ 028(677)6041】

●放射線量モニタリングシステムの計測値 ◆測定日時：１月１５日（水）
１０：００
現在、国は空間放射線
測定値（μSv/h）
調査場所
量の基準を毎時０．
２３マイ
地上高１ｍ
クロシーベルト（地上１ 芳賀東小学校（職員室前）
0.062
ｍで測定）としています。 芳賀北小学校（職員室前）
0.069
町の空間放射線量は、
芳賀南小学校（職員室前）
0.056
いずれの測定値も基準値 芳 賀 中 学 校（職員室前）
0.066
を下回っています。
芳賀町工業団地管理センター
（事務室北側）
0.067

佐間田繁晴（57）上延生 12/18
佐藤

泉（87）稲毛田 12/19

黒﨑

サト（94）芳志戸 12/20

小池

重男（82）東水沼 12/21

綱川

成美（81）東高橋 12/29
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