
お知らせ

　農用地区域（農振地域）内の農地を、

住宅用地や駐車場として使用する場合

や、農業用施設を建てる場合は、事前

に手続きが必要です。変更を希望する人

は必要書類を添えて農政課へ申し出てく

ださい。なお、要件を満たさないものは

認められないことがありますので、検討

している場合は事前にご相談ください。

■受付期間／３月３日（月）～３１日（月）

※次回は１１月

■提出書類／農用地利用計画変更計画

書、その他必要書類

※詳細はお問い合わせください

　近年農業機械の盗難が発生していま

す。盗難被害を防止するために、次の点

に注意して適正な保管をお願いします。

◆田畑に農業機械を放置せず、機械を

施錠の上、施錠された倉庫などに保管

すること。

◆農業機械にハンドルロックなどの盗難

防止用品を装置し、倉庫などに防犯灯、

防犯カメラ、防犯警報などを設置するこ

と。

◆盗難に対して付保する保険に加入する

こと。

　盗難にあった場合は、速やかに農業

機械情報（型式・機体番号など）を最

寄りの警察署に届けてください。

　平成２６年度健康カレンダーとごみ収

集日程表を、３月下旬から行政区を通じて

配布します。行政区に加入していない人

は、健康福祉課窓口で直接配布します。

　東日本大震災関係の支援制度の受付

が終了します。制度利用をご希望の人は、

早急に手続きをしてください。

■対象制度／復興支援金、借入金利子

補給金

■申請期限／３月３１日（月）

※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

※国の被災者生活支援制度は、平成

２７年４月１０日（金）まで受付延長にな

りました

　　　　　　　

　運動場西側の敷地の再整備工事のた

め、遊具広場を一時閉鎖中です。閉鎖

期間中はご不便をおかけしますが、か

しの森公園やあおぞら公園など近隣の

公園をご利用ください。

■閉鎖期間／今年秋頃まで

　芳賀中学校体育館耐震工事に伴い、

第２体育館を中学校体育館として利用す

るため、次の期間貸出を停止します。皆

さんのご理解・ご協力をお願いします。

■貸出停止期間／４月１日～平成２７年３

月３１日（１年間）

　

　多重債務などに関する弁護士の相談

と、心の健康相談を同時に実施します。

一人で悩まず、ご相談ください。

■日時／３月５日（水）１３：００～１５：００

■場所／県東健康福祉センター別館

１階相談室

■相談応対者／弁護士・保健師

■定員／先着4人（予約優先）

※事前にお問い合わせください

　家内労働者へ内職などを委託してい

る事業主は、家内労働法による「委託者」

になりますので、「委託状況届」の提出

が必要です。

　これは毎年４月１日現在の家内労働者

数などについて、労働基準監督署を経

由して栃木労働局に届け出るものです。

　用紙は最寄りの労働基準監督署にあ

りますので、４月３０日までに提出してく

ださい。

　なお、家内労働法にいう「家内労働

者」とは物品の提供を受け、他人を使

わず自己１人、または同居の家族だけで

物品の製造・加工に従事し、工賃を得

ている人をいいます。

※詳細はお問い合わせください

農振除外の申出受付
農政課農業振興係【☎ 028(677)1110】

総合運動公園遊具広場を
一時閉鎖中です
都市計画課都市計画係
　　　　　　    【☎028(677)6020】

農業機械の盗難にご注意ください
農政課農業振興係【☎ 028(677)1110】

第２体育館の貸出ができません
武道館   　　　【☎028(677)5155】

家内労働委託状況届の提出は
４月３０日まで
栃木労働局労働基準部賃金室
　　　　　　    【☎028(634)9109】

■日時／３月２２日（土）～３０日（日）

９：３０～１７：００

※２２日は１３：００～、３０日は～１５：００

■場所／総合情報館展示室

■期日／３月２１日（金）～２３日（日）

■場所／道の駅はが

■内容／芳賀町産とちおとめ試食・販

売、イチゴスイーツ販売、ゆるキャラ登

場、よさこい踊り

■日時／４月４日（金）～１６日（水）

※期間中は夜間の公園内をライトアップ

します

■場所／かしの森公園

さくら祭りイベント

■期日／４月６日（日）

■内容／ステージイベント（はがまるく

ん登場）、うまいもの横丁、ホンダテス

トコース見学会などを予定しています

　東高橋出身の植物研究家である関本

平八について、本館所蔵の押し葉標本

コレクションを中心に紹介します。ぜひ

ご覧ください。

■期間／３月２１日（金）～６月１５日（日）

■開館時間／９：３０～１７：００

（最終入館は１６：３０）

■休館日／３月…２４日（月）、３１日（月）

■観覧料金／一般２５０円、大学生・高

校生１２０円、中学生以下は無料

　心と体の健康のためにぜひ運動しま

しょう。

　さあ今年もチャレンジ！皆さんふるっ

て参加しましょう。

■日時／５月２８日（水）０：００～２１：００

■場所／町内ならどこでも　

■対象／実施時間に町内にいる人すべて

■内容／時間内に合計１５分以上の運動

県立博物館テーマ展
「郷土の植物研究家・関本平八」
県立博物館　　【☎ 028(634)1312】

町チャレンジデー
武道館 　　　 【☎ 028(677)5155】

イベント
町書道連盟会員展
総合情報館      【☎ 028(677)2525】

さくら祭り
商工観光課商工観光係
　　　　　　    【☎ 028(677)1115】

道の駅はが　いちご祭
道の駅はが  　【☎028(677)6000】

町の震災復興支援制度が
終了します
都市計画課都市計画係
　　　　　　    【☎ 028(677)6020】

健康カレンダーと
ごみ収集日程表の配布
健康福祉課健康係【☎ 028(677)6042】

多重債務者などの心の
健康無料相談会
県東健康福祉センター健康支援課
　　　　　　   【☎ 0285(82)2138】
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や体操をした住民の参加率を、ほかの

自治体と競い合います

※相手自治体は未定

　

【貸切イベント】おもいでの会

■日時／１３日（木）１０：３０～１４：００

お誕生会

■日時／１７日（月）１１：３０～１２：００

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）

臨時休み

２９日（土）～３１日（月）※来年度準備

のため

ぱんだ・きりんぷち・きりんクラブ合同

「お別れ遠足」 

■日時／ ６日（木）９：００～１３：３０

お楽しみかめのこタイム「昔かたり」 

■日時／７日（金）１１：３０～１２：００

みなみ子育てサロン（西高橋改善セン

ター） 

■日時／１０日（月）・２４日（月）

１０：００～１１：４５

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／１２日（水）１０：３０～１１：４５

お楽しみかめのこタイム「ペープサート」 

■日時／１４日（金）１１：３０～１２：００

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／１８日（火）１０：３０～１１：３０

はじめてのベビーマッサージ 

■日時／４日（火）・１１日（火）・２５日（火）

１３：３０～１４：３０

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】

 

■日時／３月１８日（火）９：００～１２：００・

１３：００～１６：００

■場所／役場１階町長室

■日時／３月１８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】

３月１日（土）～７日（金）

消すまでは こころの警報 ＯＮのまま

春季全国火災予防運動

　この時季は空気が乾燥し、火災の
起こりやすい季節です。
●住宅用火災警報器を設置し、火の
取り扱いは十分注意しましょう。
●強風時には屋外でのたき火は絶対
にやめましょう。
※消火器、住宅用火災警報器の悪質
訪問販売や点検業者に十分ご注意くだ
さい。

真岡消防署芳賀分署
　　　　　　 【☎ 028(677)0212】 危ない投資勧誘に注意！

3月は自殺対策強化月間です

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！

　3月は、就職や転勤、転居など、生活環境
が大きく変動する時期であり、自殺者数が増
加する傾向があります。
　あなたの周りに「SOS」を発している人は、
いませんか？
大切な人を守るために、あなたにもできる行
動があります！
＜気づき・声かけ＞悩んでいる人に気づき、
声をかける
＜傾聴＞話を聴く
＜つなぎ＞必要な支援につなげる
＜見守り＞温かく寄り添いながら、見守る

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】

　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／３月１５日（土）１４：００～

■場所／総合情報館おはなし室

■日時／３月１５日（土）９：３０～

■場所／水橋分館

■対象／小学生とその保護者※保護者

は１人に限る

■定員／先着２０人

■参加費／無料

■持参物／エプロン、三角巾、手拭き

タオル、上履き

■申込／３月１日（土）９：００～電話受付

※日・月休館

　

　ボールやタオルを使った健康体操を

行っています。興味のある人はどうぞ武

道館に来てください。

■対象／６０歳以上

■日時／毎週水曜日１０：００～

■場所／武道館柔道場

■持参物／ゴムボール（直径２０センチ

メートル）、タオル

■申込／不要ですので、直接武道館へ

お越しください

　つくしんぼ教室は卵・乳・小麦などを

使わない料理を学ぶ教室です。

■日時／３月２５日（火）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／３月１８日（火）

　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、３月

～４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

■定員・コース／各コース先着３０人

短期 A：３月２１日（金）～２３日（日）

短期 B：３月２５日（火）～２７日（木）

短期 C：３月２８日（金）～３０日（日）

短期 D：４月１日（火）～３日（木）

短期 E：４月４日（金）～６日（日）

※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

　県では、地域において消費生活の安

定・向上のために活躍できるリーダーを

養成するため講座を開催します。

■期間／５月～１１月の１２日間（全１２回）

１０：００～１５：００

■場所／栃木県庁

■参加費／無料

■締切／４月１１日（金）

■備考／講座終了後は「芳賀くらしの会」

に入会していただきます

講座・教室
町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】 平成２６年度

消費生活リーダー養成講座
商工観光課  　　【☎028(677)6018】

春休み短期水泳教室
海洋センター 　【☎ 028(677)0030】

つくしんぼ教室
河田　裕子　【☎090(5400)1189】

親子自然教室「草もちを作ろう！」
水橋分館　　   【☎ 028(678)0004】

健康体操を行いましょう
武道館　　　   【☎ 028(677)5155】

子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）
　　　　　　    【☎ 028(677)0110】

子育てガイド
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