
　道路案内標識の目標地名「祖母井」は、

「芳賀町へ来訪する道路利用者にとって

わかりにくい」という町民の皆さんから

のご意見があり、町としても県に対して

改善を要望した結果、「芳賀」に変更さ

れることになりました。標識は順次更新

されます。

　生活行動実態調査とは、いつ、どの

ような人が、どのような目的で、どのよ

うな交通手段で、どこからどこへ移動し

たかなど、ある特定の一日の活動状況

を調べるものです。栃木県の県央部の７

市７町で実施します。得られた結果は、

交通や防災、環境、福祉など今後のま

ちづくりに幅広く活用されます。

　なお調査は、住民基本台帳から無作

為に抽出して選ばれた人にアンケート調

査をお願いするものです。アンケートは

５月中旬に郵送させていただきます。

　ぜひご協力をよろしくお願いします。

　東日本大震災からの復興を図ること

を目的として、地方税法の特例が定めら

れ、平成２６年度から平成３５年度まで、

個人町県民税の均等割に１，０００円が加

算されます。

◇県民税の均等割年額：現行１，７００円に

５００円が加算され２，２００円に（うち７００

円は「とちぎの元気な森づくり県民税」

で平成２９年度まで）

◇町民税の均等割年額：現行３，０００円に

５００円が加算され３，５００円に

　町では、芳賀チャンネル番組リポー

ターを募集します。イベントなどを楽し

くリポートしてみませんか。

■応募資格／１８歳以上の町内在住の人

■勤務日／各種イベントの開催日（要打

ち合わせ）

■謝礼／１時間２，０００円

■募集人数／３人

■締切／５月１６日（金）

※詳細はお問い合わせください

■期日／５月１８日（日）

■場所／芳賀カントリークラブ

■参加費／１３，０００円（プレー費、参加

費、昼食、パーティー費など込み）

■締切／５月８日（木）

　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／５月１７日（土）１４：００

■場所／総合情報館おはなし室

■テーマ／～益子と筑波周辺の古代・中

世紀を訪ねる～

■日時／５月２２日（木）８：３０町民会館

集合・出発

■場所／益子・筑波方面

■参加費／３，０００円（昼食代含む）

■定員／先着２８人

■申込／５月１日（木）～１０日（土）

　太陽の下で、地域の人とおいしい野

菜を育てて食べよう！

■期日／６月７日（土）開講式・トウモ

ロコシの種まき、６月１４日（土）サツマ

イモの植え付け、７月５日（土）トウモ

ロコシ草取り※全８回、土曜日午前中

■場所／太陽のめぐみ農園ほか

■対象／町内在住・在勤者

■定員／先着３０家族

■費用／材料費などがかかる場合あり

■締切／５月３１日（土）

　粘土をこねて作る楽しさ味わおう！

　自動車税を、金融機関、郵便局、コ

ンビニエンスストア（土・日・祝日可能）

で納期限までに忘れず納付しましょう。

口座預金からの振替による納付もでき

ます。心身障害者の人には障害の程度

など一定の要件のもとに減免制度があ

ります。詳細はお問い合わせください。

　平成２６年～２８年の農作業標準賃金

を見直しました。農地や作業の難易な

どの実情を考慮して、委託者・受託者双

方で相談のうえ、決定してください。詳

細は町ホームページまたは、農業委員

会にお問い合わせください。

■標準賃金（一例）…耕起３，７００円／

１０a、代かき６，５００円／１０a（２回）

　アライグマやハクビシンなどの被害が

あり、箱わなの貸出を希望する人はご相

談ください。

■貸出期間／最大３１日間

■対象動物／アライグマ、ハクビシンな

ど※捕獲した動物は借用者自身で処分

してください

■費用／無料

　農作物被害防止のため、町内全域で、

銃器によるカモ・カラス・カワウの駆除

を行います。危険ですので駆除現場に

は近寄らないようお願いします。

■日時／５月１７日（土）・１８日（日）

※町内の農地で、鳥獣による農作物への

被害があるときは、随時ご相談ください

■日時／５月９日（金）まで、９：３０～１７：００

※７日は休館、９日は～１５時

■場所／総合情報館展示室

ボランティア友の会講座
「文学・歴史散歩の集い」

生涯学習センター【☎ 028(677)0306】

芳賀チャンネルリポーター募集
企画課情報広報係【☎ 028(677)6032】

町ゴルフ連盟ゴルフ大会
参加者募集
事務局　山本  【☎ 028(677)6099】

有害鳥獣駆除を行います
農政課農業振興係【☎ 028(677)1110】

陶芸教室
水橋分館         【☎ 028(678)0004】

太陽のめぐみ教室　
祖母井分館　　 【☎028(677)0132】

アライグマ用箱わなの無料貸出
農政課農業振興係【☎ 028(677)1110】

道路案内標識の目標地名が
「芳賀」になります
建設課管理係　【☎ 028(677)6019】

自動車税の納期限は６月２日です
真岡県税事務所【☎ 0285(82)2135】

平成２６年度個人住民税の税制改正
税務課町民税係【☎ 028（677)6013】

県央広域都市圏生活行動
実態調査にご協力ください
県央広域都市圏生活行動実態調査
サポートセンター【 0120(627)772】
町都市計画課都市計画係
　　　　　　    【☎028(677)6020】

農作業標準賃金の見直し
農業委員会      【☎ 028(677)6047】

お知らせ

募　集

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

県後期高齢者医療広域連合
 【☎ 028(627)6805】

後期高齢者医療制度の保険料率改定

平成２５年度まで 平成２６年度・２７年度
均等割額 ４２，０００円 ４３，２００円
所得割率 ８．５４％ ８．５４％
賦課限度額 ５５万円 ５７万円

◆所得の低い人に対する保険

料の軽減措置について、対象

者の範囲が一部拡大されます。

詳細はお問い合わせください。

芳賀町写真クラブ・あいらぶ写真展合同展
総合情報館    　【☎ 028(677)2525】

イベント
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環境対策課環境対策係【☎028(677)6041】
測定日時：４月１４日（月）１２：００

空間放射線量測定結果

調査場所
測定値
（μSv/h）
地上高１ｍ

芳賀東小学校（職員室前） 0.065

芳賀北小学校（職員室前） 0.073

芳賀南小学校（職員室前） 0.066

芳賀中学校（職員室前） 0.072

芳賀町工業団地管理センター
（事務室北側）

0.069

第２回…６月２９日（日）、第３回…８月

２４日（日）※全３回１３：００～１６：００

■対象／興味のある人ならどなたでも

■定員／３０人

■場所／生涯学習センター

■受講料／無料

■申込／電話またはＦＡＸ［同番号

028(677)8400］※受付９：００～１６：００

わらべうたベビーマッサージ 

■日時／１日（木）・８日（木）１０：３０～１１：００

多世代交流サロン

■日時／ １日（木）１０：００～１５：００

おでかけクラブ「消防署」

■日時／１２日（月）１０：３０～１１：００

みなみ子育てサロン（西高橋改善センター） 

■日時／１２日（月）・２６日（月）１０：００～１１：４５

ぱんだクラブ（１歳児と保護者） 

■日時／１４日（水）１０：３０～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／２０日（火）１０：３０～１１：００

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

■日時／２１日（水）１０：３０～１１：４５

栄養士さんに聞いてみよう（赤ちゃんサロン） 

■日時／２２日（木）１０：３０～１１：３０

お楽しみかめのこタイム 

■日時／２３日（金）１１：３０～１２：００

冒険遊び場作り（第１回目） 

■日時／２５日（日）１３：００～１６：００

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／２８日（水）１０：３０～１１：４５

ママずトーク説明会 

■日時／３０日（金）１０：３０～１１：３０

町長と対話の日

５月１５日（木）１０：００～１２：００・

１３：００～１６：００　役場１階町長室

企画課情報広報係【☎028(677)6099】

行政相談・人権相談

５月２０日（火）１３：３０～１６：００

農業者トレーニングセンター

企画課情報広報係【☎028(677)6099】

心配ごと相談（前日１７：００までに電話予約）

毎週火曜日１３：３０～１６：００

農業者トレーニングセンター

社会福祉協議会　　【☎028(677)4711】

直井　新市（75） 西高橋 2 /28

吉田　トシ （75） 祖母井 3 / 3

鈴木　光久 （83） 下高根沢 3 / 8

小林　榮一 （72）祖母井 3 / 9

戸 　高之 （85）東高橋 3 /12

下谷　年男 （86） 西高橋 3 /17

石﨑　　直 （77） 祖母井 3 /19

関口　とよ （89） 祖母井 3 /27

菊地藤市郎 （95） 芳志戸 3 / 3

黒﨑　マツ （92） 上延生 3 / 5

七井　サタ （96）東高橋 3 / 9

藤沼　洋子 （72） 祖母井 3 / 9

見目　タミ（83） 稲毛田 3 /13

沼能ミナ子 （77） 下高根沢 3 /13

阿久津ヒナ （81） 下高根沢 3 /17

佐藤　キン （83）東水沼 3 /25

黒﨑　精也 （87） 下高根沢 3 /26

３月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

菊地　厚志・阿部　優子 

芳志戸

袖山　智行・大谷津桂菜 

芳志戸

川上　敬介・岩村　友貴 

稲毛田

塙　　和幸・中谷　　瞳 

祖母井

保坂　幸雄・小林　恵美 

西高橋

櫻井　龍也・中山　由紀 

祖母井

堀内　　想
こころ

  （　　　）祖母井昭　彦
早　苗

川　　光
ひかる
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絵　美

大兼　慶
きょう

加
か

  （　　　）祖母井一　飛
則　子

綱川　優
ゆう

翔
と

  （　　　）祖母井　翔
里　美

堀内　暖
はる

斗
と

  （　　　）祖母井昭　彦
早　苗

飯塚　美
み

彩
さ

  （　　　）下高根沢正　幸
光　枝

大根田悠
はる

眞
ま

  （　　　）西高橋政　彦
直　子

水沼　陽
はる

真
ま

  （　　　）稲毛田幸　一
直　美

戸田　宗
むねしげ

茂  （　　　）下高根沢達　彦
麻　子

矢口　大
ひろ

輝
き

  （　　　）祖母井　悟
修　代

■日時／全３回各日９：００～１２：００①６

月２１日（土）形作り・素焼き、②７月５日

（土）絵付、③８月２日（土）完成　

■場所／生涯学習センター

■対象／町内小学生とその保護者

■定員／１６人

■参加費／１人３００円

■持参物／エプロン、上履き、三角巾、タオル

■締切／５月３１日（土）

■日時／５月２４日（土）１０：００～１２：００

■場所／生涯学習センター

■内容／スポーツカーの組み立てとテスト走行

■対象／町内在住・在学の小学生（保護

者はお子さんの補助として参加できます）

■定員／先着４０人

■費用／１人３００円

■申込／５月１日（木）～１４日（水）

■日時／６月１４日（土）８：３０～１６：００

生涯学習センター集合・解散

■場所／那須塩原市体験館ＴＲＹＴＲＹＴＲＹ

■対象／町内在住・在勤の親子

■定員／２５人

■参加費／１人１，６２０円

■持参物／飲み物・タオル（昼食は牛乳

すいとんを食べます）

■申込期間／５月１日（木）～１５日（木）

　

【貸切イベント】食改さんの料理教室（託児付き）

■日時／１５日（木）１０：００～１２：００

場所…友遊はが　体験室

リサイクル委託品受付

■日時／１９日（月）～６月２日（月）

月～金１０：００～１６：００土・日１０：００～１５：００

【貸切イベント】５月生まれのお友だち集まれ♪

■日時／２７日（火）１０：３０～１２：００

Ｔｅａサロン

■日時／毎週火・金曜日１０：３０～１５：３０

ひととき保育（託児）

■日時／予約制１０：００～１６：００

わくわく子育て地域ネットワークづくり

キックオフ研修会

　さまざまな利用形態が可能な「冒険

遊び場」の実現に向けた研修会です。

　大人ができることについて、一緒に考

えながら知恵や力を活かしませんか。

■日時・内容／第１回…５月２５日（日）

ネイチャースクール
「酪農体験をしよう！」
南高根沢分館    【☎028(677)0152】

冒険チャレンジクラブ
「スポーツカーを作ろう」
祖母井分館       【☎028(677)0132】

クリーン芳賀環境美化の日
５月25日（日）
みんなで芳賀町をきれいに！
地域の清掃活動に参加しましょう

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】

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

大林　初子 （83） 八ツ木 3 /13
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