
　

　

　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）

　世界チャンピオンを目指すプロボク

サー赤穂亮選手の試合が行われます。

応援ツアーを企画しましたので、ぜひ参

加してください。

■日時／３月２５日（火）１４：００出発

■会場／後楽園ホール（東京都文京区）

■交通／町有バス使用

■定員／２５人

■参加費／１万円（チケット、Ｔシャツ

など）

■締切／３月１０日（月）

　県社会福祉協議会主催による、手話

通訳活動を行う「手話通訳者」を養成す

る講習会です。申込者に対しては入講試

験があり、合格者のみが受講できます。

■入講試験日／４月１９日（土）とちぎ福

祉プラザ　第２研修室

■講習会日時／５月１０日（土）から毎週

土曜日１０：００～１１：３０

■負担金／無料（別途テキスト代５,０００

円程度）

■申込期間／３月１７日（月）～４月５日（土）

必着

　普段は社会人や学生の人が、自衛隊

募　集

　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

■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･大学などに進学または在学する人

※勉学のために町外に住んでいる場合

も対象

■申込期間／３月３１日（月）まで

■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

■募集人員／１人

■勤務内容／生涯学習分野の講座の開

催、学習の相談、団体の育成など

■勤務形態／週５日勤務（火～土）

■給与／１５１，０００円

■任用期間／平成２６年４月１日～平成

２７年３月３１日

■申込／３月８日（土）までに履歴書を

町民会館に持参または郵送

■募集人員／２人

■勤務内容／①総合情報館の図書運営

業務全般…１人

②学校図書館の運営業務全般…１人

■勤務形態／①火～日のうち指定した５

日間（週替わりで遅番勤務あり）

②月～金（土・日・祝日に月１～２回総

合情報館勤務あり）

■給与／１５１，０００円

■任用期間／平成２６年４月１日～平成

２７年３月３１日

■申込／３月８日（土）までに履歴書と

司書資格の写しを総合情報館に持参ま

たは郵送

　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

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】

町奨学生募集
こども育成課学校管理係
　　　　　　    【☎ 028(677)1414】

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】

芳賀チャンネルＣＭ募集
企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】

ホームページバナー広告募集
企画課情報広報係 【☎028(677)6099】

生涯学習センター水橋分館
社会教育指導員募集
町民会館　　　【☎ 028(677)0009】

総合情報館嘱託司書募集
総合情報館　　【☎ 028(677)2525】

プロボクサー赤穂亮選手
応援ツアー
町赤穂亮選手後援会事務局　山本
　　　　　　    【☎ 028(677)6099】

平成２６年度栃木県
手話通訳者養成講習会
とちぎ視聴覚障害者情報センター
　　　　　    　【☎ 028(621)6208】

予備自衛官補募集
自衛隊・真岡募集案内所
　　　　　　    【☎0285(83)7818】

議会事務局　 【☎ 028(677)6023】

≪一般質問≫

北條勲議員

○児童生徒の体力向上について

○平成３４年開催の国体について

市川宗司議員

○芳賀町地域防災計画について

○祖母井駐在所の交番格上げにつ

　いての要望書提出について

○町制施行６０周年記念事業につ

　いて

増渕さつき議員

○「地域福祉計画」策定につ 

　いて

○子どもと貧困について

※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。

期　　日 内　　　　容

３月 ３日（月）
開会、提案理由の説明、
人事案件の質疑・討論・採決

３月５日（水）
一般質問、当初予算を除く議案の質疑・討論・
採決

３月６日（木）当初予算の質疑、常任委員会付託、常任委員会

３月１１日（火）常任委員会

３月１２日（水）常任委員会

３月１３日（木）常任委員会

３月１７日（月）
常任委員長審査結果報告、
質疑・討論・採決、閉会

3月議会定例会の日程
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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：２月１３日（木）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１ｍ

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） 0.060

芳賀北小学校（職員室前） 0.069

芳賀南小学校（職員室前） 0.059

芳賀中学校（職員室前） 0.067

芳賀町工業団地管理センター（事務室北側） 0.064

　身近にある学用品や台所用品を使っ

てマジックを楽しんでみませんか。マジッ

ク愛好会設立の準備をしています。マ

ジックのタネを作る楽しみや演じて喜ん

でもらううれしさを実感してみましょう。

■期日／３月１３日（木）９：００集合

■場所／農業者トレーニングセンター

■備考／詳細は野澤重雄（下延生）ま

でお問い合わせください

◆平成２７年歌会始めのお題：「本（ほん）」

※「ぼん」「ぽん」「もと」などのように

読んでもよく、「本」の文字が詠み込ま

れていれば差し支えありません。さらに、

本を表す内容であれば、「本」の文字が

ない場合でも差支えありません。

◆詠進歌の詠進要領

①お題を詠み込んだ自作の短歌で、１人

１首、未発表のもの

②半紙を横長に用い、全て毛筆で、右

半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、

住所、電話番号、氏名（ふりがな付き）、

生年月日、性別、職業を自書する（病気

などで毛筆で自書できない場合は別途

指定の方法あり）※失格事項あり

■提出期限／９月３０日※郵送の場合は

当日消印有効

■提出先／宮内庁（郵送の場合は、用

紙を小さく折って封入して差し支えあり

ません。宛先は「〒100-8111宮内庁」とし、

封筒に「詠進歌」と書き添えてください）

■問合せ方法／宮内庁式部職へ文書で

問い合わせ（郵便番号、住所、氏名を書

き、返信用切手を貼った封筒を添えて９月

２０日までに）または宮内庁ホームページ

（http://www.kunaicho.go.jp/）参照

阿部　　勝 （93） 西水沼   1 /1

阿久津享子（82） 西水沼   1 /9

黒﨑　道子（84） 祖母井   1 /17

阿久津時雄（91） 稲毛田   1 /17

小林　良文（75） 西水沼   1 /27

大根田惠二（80） 下延生   1 / 2

小池　倉吉（93） 祖母井   1 /12

鈴木　ヨシ（100） 稲毛田  1 /16

山田　利子（87） 東水沼   1 /21

人見　ツル（97） 下高根沢   1 /29

髙沼　ウメ（87） 祖母井   1 /29

向田　光江 （90） 八ツ木   1 /7

吉永　孝子（82） 稲毛田   1 /14

藤沼シヅヱ（88） 祖母井   1 /18

髙瀬　　忠（68） 上延生   1 /27

小林ヒロ子（79） 東高橋   1 /29

平井　　茂（84） 祖母井   1 /29

１月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

木村　直樹・篠﨑有希子 

西水沼

鈴木　裕也・髙橋　祐美 

東水沼

内川　柊
しゅう

貴
き

  （　　　）八ツ木　隆
久美子

大嶋　佑
ゆうすけ

輔  （　　　）祖母井哲　也
麻　美

佐藤　快
かい

琉
り

  （　　　）稲毛田博　之
真菜美

關　花
は な ね

菜音  （　　　）八ツ木直　人
美恵子

關　　勇
ゆう

悟
ご

  （　　　）八ツ木直　人
美恵子

黒﨑　　惺
せい

  （　　　）下高根沢雅　嗣
葉　子

塙　　絢
けん

斗
と

  （　　　）稲毛田泰　三
幸　恵

小林　愛
あい

莉
り

  （　　　）西水沼利　行
ゆ　り

小菅　啓
けい

翔
と

  （　　　）祖母井正　寿
林妹妹

岩田　多
た

聞
もん

  （　　　）祖母井友　太
美　保

黒﨑 あかり  （　　　）祖母井靖　之
あさひ

菅又　遥
はる

香
か

  （　　　）下高根沢　豊
愛　子

の訓練に参加し、必要な技能や知識を

習得して社会に貢献する制度です。

■コース／一般コース…１８歳以上３４歳未

満の男女、技能コース…国家資格免許（衛生・

語学・整備・情報処理・通信・電気・建設

など）を有する１８歳以上５５歳未満の人

■試験内容／筆記試験、口述試験、適

正検査、身体検査

■試験期日／４月１１日（金）から１５日（火）

（いずれか１日を指定）

■締切／４月２日（水）必着

　将来幹部自衛官として活躍するコース

です。また、パイロットを目指すコース

もあります。

■受験資格／大卒程度試験…２０歳以

上２６歳未満の人、院卒者試験…２０歳

以上２８歳未満の人、歯科幹部候補生…

２０歳以上３０歳未満の人

■試験内容／１次試験…筆記試験、２

次試験…小論文試験、口述試験、身体

検査など※海上、航空自衛隊の飛行要

員のみ３次試験あり

■試験日／５月１０日（土）※飛行要員

のみ５月１１日（日）に操縦適性検査あり

■締切／４月２５日（金）

　県では、県民の皆さんの意識やニー

ズを把握し、県政に反映させるため、イ

ンターネットを利用した県政に関するア

ンケートにご協力いただける人を募集し

ています。

　県内在住の満１６歳以上の人で、月１

回１０問程度のアンケートにご協力いた

だける人は、県ホームページの「とちぎ

ネットアンケート」応募フォームから申

し込んでください。

●「とちぎネットアンケート」協力者募

集ホームページhttp://www.pref.tochigi.

lg.jp/c05/pref/kouhou/iken/anke.html

平成２７年歌会始めの詠進歌
県人事課　　　【☎028(623)2034】

マジック練習会
野澤　重雄　　【☎ 028(677)0251】

「とちぎネットアンケート」
協力者募集
県広報課　　　【☎ 028(623)2158】

自衛官幹部候補生募集
（一般幹部候補生）
自衛隊・真岡募集案内所
　　　　　　　【☎0285(83)7818】

3 月16 日 14：00
県道宇都宮茂木線
芳賀・市貝バイパス
全線開通
真岡土木事務所整備部整備第二課  
　　　　　　【☎ 0285(83)8315】
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