
　この変更事業計画書に意見のある人

は、６月３０日（月）までに栃木県知事

に意見書を提出できます（用紙は都市

計画課窓口にあります）。

■日時／６月３日（火）～１６日（月）

８：３０～１７：１５

■場所／都市計画課窓口

　平成２５年中に新築、増築、改築によ

り家屋を取得した人には、７月に不動産

取得税が課税されます。納税通知書が

届いた人は、納期限（７月３１日）までに、

最寄りの金融機関・郵便局または県税

事務所窓口で納付をお願いします。

　なお、東日本大震災により、被災家

屋の所有者などが代替家屋を取得した

場合は、軽減措置を受けられる場合が

ありますので、お問い合わせください。

■試験日時／１０月２６日（日）１０：００～１２：００

■申込書配布／６月９日（月）から町高

齢者支援課窓口で配布

■試験申込期間／６月２３日（月）～７月９日（水）

校へお越しください。

■応募資格／６０歳以上（その他条件あり）

■応募締切／６月３０日（月）

※町高齢者支援課で入学願書配布中

■日時／６月１５日（日）８：３０～

■場所／第２体育館

■種目／交流：ソフトバレーボール・グ

ラウンドゴルフ、体験：ショートテニス・

フライングディスク

　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／６月２１日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

■日時／６月２８日（土）１４：００～

■場所／総合情報館多目的室

■内容／講話と朗読「絵本の楽しみ方」

■講師／高橋秀雄氏（日本児童文学者

協会役員）、いわみず陽子氏（日本児童

文学者協会委員）

■対象／園児年長・小学校低学年とそ

の保護者

■定員／合計４０人（先着順）

■締切／６月１７日（火）

　身近な調味料「さしすせそ」を学びな

がら、簡単クッキングに挑戦します。

■日時・内容／全土曜日９：３０～（全５回）

①７月１９日（土）「し」しょう油・減塩の

お話、②８月２１日（木）「せ」工場見学

■場所／生涯学習センターほか

■対象／小学３～６年生

■定員／先着１６人（５回全て参加でき

る人優先）

■持参物／エプロン、三角巾、手拭きタオル

■参加費／各回３００円

■申込／６月１０日（火）～２１日（土）

　南高分館「とんがり教室」・水橋分

館「サタデースクール」に入っている人

は、各分館にお問い合わせください。

■日時／７月２５日（金）９：００～１２：００

■場所／水橋分館

■日時／７月１７日（木）
●第１集合地：芳賀町役場（８：００集合、

１６：３０解散）●第２集合地：上三川町

役場（８：００集合、１６：２０解散）●第３

集合地：栃木県庁（８：５０集合、１５：

５０解散）※第１～第３のいずれの集合地

から参加するかを、往復はがきに記入

■見学施設／日光田母沢御用邸記念公

園、林業センター

※昼食は、磐梯日光店（昼食代１，０８０円）

■対象／宇都宮市、上三川町、市貝町、

芳賀町在住者

■定員／５０人※応募多数の場合抽選

■申込／往復はがき（１０４円）に参加者

全員（１枚で２人まで）の住所・氏名・電話

番号・年齢・希望集合地を記入し、〒320-

8501県広報課県民プラザ室へ（住所不要）

■締切／６月２７日（金）（当日消印有効）

■募集人員／若干名　

■勤務期間／７月２２日～８月２８日　

■勤務時間／７：３０～１９：００の間で６

～８時間（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・芳賀南小のいずれか

■賃金／時給８００円　

■申込方法／市販の履歴書に記入の上、

町社会福祉協議会（農業者トレーニング

センター内）へ持参または郵送　

■締切／６月１６日(月)

　

　６月９日（月）学校説明会へは直接学

県シルバー大学校第３６期生募集
県シルバー大学校中央校
　　　　　　    【☎ 028(643)3390】

介護支援専門員実務研修受験試験
社会福祉法人とちぎ健康福祉協会
　　　　　　    【☎ 028(650)5587】

町民スポーツ・レクリエーション
武道館　　  　  【☎ 028(677)5155】

夏期学童保育指導員募集
町社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

冒険チャレンジクラブ
３分館合同講座
「森のゆめ工房・環境わごん」
祖母井分館 　  【☎ 028(677)0132】

さしすせそ料理教室
祖母井分館       【☎028(677)0132】

いつも絵本が暮らしのそばに
総合情報館 　  【☎ 028(677)2525】

平成２５年中に家屋を
新築等した人へ
真岡県税事務所不動産取得税担当
　　　　　　    【☎0285(82)2136】

祖母井南部土地区画整理事
業計画（第６回変更案）縦覧
都市計画課市街地整備係
　　　　　　  【☎ 028(677)6020】

芳賀地区広域行政事務組合消防
本部予防課【☎ 0285(82)8706】

危険物 読みはまっすぐ ゼロ災害
危険物安全週間
6月8日（日）～１４日（土）

お知らせ
イベント

県の施設を見る「県民バス」
参加者募集
県民プラザ室 　【☎ 028(623)3766】

募　集

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

議会事務局
【☎028(677)6023】

≪一般質疑≫

石川保議員

○少子化対策と若年層定住対策について

○高齢者・要介護者の在宅介護支援について

小林一男議員

○学校教育の充実について

○道の駅について

水沼孝夫議員

○人口減少・少子化から考える今後の町

　の行政運営について

増渕さつき議員

○学校跡地や未利用財産の有効活用につ

　いて

○図書館利用促進について

期　　日 内　　　　容

６月３日（火）開会、提案理由の説明、条例制定（質疑・討論・採決）と同意案件の採決

６月４日（水）休会

６月５日（木）一般質問

６月６日（金）その他の議案等の質議・討論・採決、常任委員会の調査の申し出、閉会

６月議会定例会の日程
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環境対策課環境対策係【☎028(677)6041】
測定日時：５月１５日（木）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） 0.075

芳賀南小学校（職員室前） 0.065

芳賀中学校（職員室前） 0.071

芳賀町工業団地管理センター
（事務室北側）

0.070

■内容／自然の廃材を使った工作

■定員／２０人

■対象／小学１～６年生

■参加費／無料

■締切／６月１４日（土）

■日時／６月１４日（土）１９：００～

( 雨天の場合は翌日)

■場所／冨士山自然公園（北側駐車場

集合）

■対象／園児・小学生とその保護者

■持参物／長そで、長ズボン、懐中電

灯など

■締切／６月１０日（火）

　四季折々の花をお部屋に飾りません

か。※参加者５人以上で開講します。

■日時／月２回土曜日１０：３０～１２：００

■場所／町民会館和室

■講師／白川けい子

■参加費／月５，０００円（花代込み）

父の日のお絵描き 

■日時／２日（月）～１４日（土）月～金１０：

００～１６：００土・日１０：００～１５：００

リサイクル委託品受付 

■日時／２日（月）まで、月～金１０：００～

１６：００土・日１０：００～１５：００

子ども用品リサイクル販売（会員以外も購入可）

■日時／４日（水）～８日（日）月～金１０：

００～１６：００ 土・日１０：００～１５：００

※最終日は～１３：００

【貸切イベント】６月生まれのお友だち集まれ♪

■日時／２５日（水）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

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）

■日時／４日（水）１０：３０～１１：４５

多世代交流サロン 　　

■日時／５日（木）１０：００～１５：００

ママずトーク 

■日時／６日・１３日・２０日・２７日（金）

１０：００～１２：００

みなみ子育てサロン（西高橋改善センター） 

■日時／９日（月）・２３日（月）１０：００～１１：４５

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

■日時／１１日（水）１０：３０～１１：４５

町長と対話の日

６月１６日（月）９：００～１２：００・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

６月１７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】

阿久津モト（85） 西高橋  3 / 31

黒﨑シヅヱ（88） 芳志戸  4 / 3

古谷　武雄（81） 稲毛田  4 / 7

赤羽　フサ（89） 芳志戸  4 /13

大髙　勝夫（94） 八ツ木  4 /16

直井　一志（85） 与　能 4 / 2

菅原　タネ（87） 下高根沢  4 / 6

大根田トリ （102） 西高橋  4 /12

小川　ミチ（83） 祖母井  4 /15

齋藤八重子（90） 東水沼  4 /18

直井　 子（81） 下高根沢  4 / 1

水沼　　章 （86） 西水沼  4 / 5

磯野　喜一（83） 祖母井  4 / 9

七井　武雄（93） 東高橋  4 /14

黒﨑　　曻（84） 芳志戸  4 /16

水田　トミ（79） 西水沼  4 / 3

手塚　ハル（80） 下延生  4 / 8

郡司　ツヤ（84） 稲毛田  4 /11

佐藤　修二（46） 東水沼  4 /13

大塚ミイ子（75） 下高根沢  4 /19

黒﨑　　守（92） 稲毛田  4 /24

４月１日～３０日届出（掲載は承諾者のみ）

林　　直樹・瀬下　静佳 

下高根沢

山本　菜
な

桜
お

  （　　　）稲毛田昌　俊
智　子

佐間田勇
ゆう

翔
と

  （　　　）祖母井克　也
文　枝

黒﨑　陽
ひな

奏
た

  （　　　）東高橋裕　之
充　恵

槌谷　采
こと

美
み

  （　　　）与　能勝　之
史　恵

生け花教室 (開講予定 )
生涯学習センター【☎ 028(677)0306】

親子自然教室「ほたるの観賞会」
水橋分館         【☎ 028(678)0004】

企画課企画財政係【☎028(677)6012】

経済センサス―基礎調査
商業統計調査
７月１日（火）
◎全国すべての事業所、企業が対象
となります。
◎調査票は６月末までにお届けしま
す。７月１日以降に提出をお願いし
ます。
◎統計法に基づく調査で、調査票に
記入して提出する義務があります。
◎調査に関するすべての情報は保護
されます。

住民課住民戸籍係【☎028(677)6014】

特設人権相談
６月２日（月）１３：３０～１６：００
場所　農業者トレーニングセンター

住民課住民戸籍係【☎028(677)6014】

6 月22 日（日）
証明書自動交付機が使用できません

おでかけクラブ「作新大学」

■日時／ １２日（木）１０：２０～１１：３０

お楽しみかめのこタイム 

■日時／１３日（金）１１：３０～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／１７日（火）１０：３０～１１：００

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／２５日（水）１０：３０～１１：４５

冒険遊び場作り（第２回）

■日時／２９日（日）１３：００～１６：００

わらべうたベビーマッサージ

　わらべうたを歌いながら、ベビーマッ

サージをします。 町のベビーマッサージ

を受けてからをお勧めします。 

■日時／６月２６日、７月３日・１０日

※全木曜日１０：３０～１１：００（全３回）

■場所／あっとほーむかめのこひろば

■対象／生後２カ月からの親子 

■参加費／無料 

■定員／先着３組 

■持参物／バスタオル、お子さんの飲み物

子育てガイド

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】

電話相談【 0120(007)110】

全国一斉強化月間　
子どもの人権相談１１０番

６月23日（月）～29日（日）
８：30～19：00（土日10：00～17：00）
宇都宮地方法務局・県人権擁護委員連合会
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