
■採用人員／一般事務職Ⅰ…６人程度、
一般事務職Ⅱ（身体障がい者対象）…１
人程度、保健師…１人程度

■受験資格／昭和５４年４月２日以降生

まれで高校卒業（卒業見込みまたは同等

以上の学力を有する）以上の人、一般事

務職Ⅱは次の要件もすべて満たす人①身
体障がい者手帳の交付を受けている②

自力により通勤ができ、かつ介護者なし

に事務職としての職務の遂行が可能③

活字印刷文による筆記試験に対応でき

る、保健師は次の要件も満たす人①保

健師の免許を取得している人または平成

２７年３月３１日までに取得見込みの人

■受験手続き／総務課で配布する受験

申込書に所定の事項を記入し、写真（４

cm×３cm）２枚・最終学校の卒業（見

込み）証明書・成績証明書（一般事務

職Ⅱのみ身体障がい者手帳の写し）を

持参または郵送　〒３２１－３３９２栃木

県芳賀郡芳賀町大字祖母井１０２０芳賀

町役場総務企画部総務課庶務人事係

※郵送により請求する場合は、１２０円切

手を貼った宛先明記の返信用封筒を同

封してください（申込書は町ホームペー

ジからダウンロード可）

■受付期間／７月７日（月）～８月４日（月）

※土・日・祝日を除く

■１次試験／９月２１日（日）筆記試験・

適性検査（県立真岡高等学校）

　若年者の正規雇用化に向け、合同面

接会を開催します。

■日時／７月１５日（火）１３：３０～１６：００

■場所／芳賀町工業団地管理センター

■対象／平成２７年３月卒業予定の大学

院・大学・短大・専門学校などの学生、

または３年以内同学歴既卒者※既卒者

はハローワーク交付の紹介状を当日持

参してください

■持参物／応募書類（履歴書、紹介状）

■参加企業名／①職種②募集人数③採

用時期

㈱オートテクニックジャパン①四輪研究

開発エンジニア②５人（新卒者・既卒者）

③新卒者はＨ２７．４～、既卒者は随時

㈱リブドゥコーポレーション芳賀工場 

■対象／町内に住所を有する人または１

年以内に町内に住所を有する予定の人で、

町税を滞納していない人・町内事業所

■補助事業の対象／住宅・事務所・事業

所・店舗などの屋根などへの設置に適して

いて、使用分を超える余剰分を電力会社

に売電することができ、新品で最大出力が

１０キロワット未満の太陽光発電システム

※１申請者あたり補助は１回限り

■補助金額／１キロワットあたり４万円

（上限１５万円）

※国（J-PEC 太陽光発電普及拡大セ

ンター☎ 043(239)6200）・県（栃木県

地球温暖化防止活動推進センター☎

028(673)9101）の補助金との併用可能

■申込方法／システム設置工事の着工

前に、環境対策課へ申請してください

　家庭用の機械式生ごみ処理機を設置

した際に補助金を交付します。家庭で

できる生ごみ減量化対策として機械式

処理機の購入を考えている人はぜひご

利用ください。

■補助金額／機械式生ごみ処理機購入

費の１/２（上限３万円）

　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／７月１９日（土）１１：００～　

■場所／総合情報館おはなし室

■対象／乳幼児～小学生とその保護者

１日司書にチャレンジ

　図書館の仕事を体験してみませんか。

■日時／７月３０日（水）～８月１日（金）

その中の１日、９：３０～１２：００

■対象／小学生

■定員／各日先着２人

■申込期間／７月１日（火）～２３日（水）

夏休みは情報館へ行こう！

－本を読んでスタンプを集めよう！－

　本を借りてスタンプを集めると景品を

プレゼントします。

■期間／７月１９日（土）～８月２８日（木）

■対象／小学生以下

情報館ワークショップ

「光る泥だんごを作ろう！」

■日時／８月２日（土）１４：００～、１５：００～、

１６：００～（定員入替制）

①ラインオペレーター②１人（既卒者の

み）③随時

 

　現在お使いの後期高齢者医療被保険

者証の有効期限は７月３１日です。８月

から使用する保険証は、縦長大判の封

筒（茶色）に入れて７月下旬に郵送しま

す。８月１日以降は、今回お送りする新

しい保険証を医療機関などの窓口に提

示してください。

　なお、現在お使いの保険証は、８月１

日以降に住民課まで返却くださるようお

願いします。

　世帯の全員が住民税非課税の場合

は、診療を受ける際に「限度額適用・

標準負担額減額認定証」を医療機関に

提示することにより、医療費の支払いが

一定額にとどまります。また、入院時の

食事代が減額になります。該当する人は

住民課へ申請してください。

　なお、過去に限度額適用・標準負担

額減額認定証の交付を受けたことがあ

り、平成２６年度の負担区分が低所得区

分に該当する人については、７月下旬に

送付する保険証に同封します。

　国民年金の保険料を納付することが

困難な人（学生を除く）は、国民年金保

険料の免除申請をすることができます。

■受付開始／７月１日（火）から（平成

２６年度分）

■申請方法／印鑑を持参の上、住民課

窓口で申請

※退職特例免除（平成２５年度以降の退

職に限る）を申請する場合は、雇用保

険受給者証も必要です

　平成２６年中に新築または増築し、完

成した建物の現地調査を行います。

　この調査は固定資産評価の基礎とな

るもので、町職員が伺い、建物内の各

部屋と外周を調査・確認します。なお、

平成２６年中に取り壊した建物がある場

合は、税務課窓口まで届出をお願いし

ます。

お知らせ

講座・教室

太陽光発電システム設置費補助金
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎028(677)6041】

町職員採用試験
総務課庶務人事係【☎ 028(677)1111】

情報館夏休み企画
総合情報館　　【☎ 028(677)2525】

町図書館おはなし会
総合情報館      【☎ 028(677)2525】

機械式生ごみ処理機設置費補助金
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎028(677)6041】

国民年金保険料の免除申請
住民課国保年金係【☎028(677)6038】

わかものサポート「はがまち」
合同企業面接会
商工観光課商工観光係
　　　　　　   【☎028(677)6018】
ハローワーク真岡【☎0285(82)8655】

家屋調査にご協力をお願いします
税務課資産税係【☎ 028(677)6078】

後期高齢者医療限度額適用・
標準負担額減額認定証について
住民課国保年金係【☎028(677)6038】

後期高齢者医療被保険者証
が更新されます
住民課国保年金係【☎ 028(677)6038】
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環境対策課環境対策係【☎028(677)6041】
測定日時：６月１１日（水）１０：００

空間放射線量測定結果

国の空間放射線量基準値０．２３（μSv/h）

調査場所
（地上高１ｍ）

測定値
（μSv/h）

芳賀東小学校（職員室前） 0.064

芳賀北小学校（職員室前） 0.074

芳賀南小学校（職員室前） 0.060

芳賀中学校（職員室前） 0.068

芳賀町工業団地管理センター
（事務室北側）

0.071

■対象／小学生以上

■定員／各時間先着６人　合計１８人

■参加費／５００円（当日受付で集めます）

■申込期間／７月１日（火）～８月１日（金）

情報館ワークショップ

「パッケージクラフトで動物をつくろう！」

■日時／８月９日（土）１４：００～

■対象／小学生以上（小学校低学年は

保護者と参加してください）

■定員／先着１５人

■参加費／無料

■持参物／お菓子の空き箱（あまり大きく

ないもの）・ハサミ・両面テープまたはのり

■申込期間／７月１日（火）～８月１日（金）

■日時／８月２日（土）１０：００～１３：００

■場所／生涯学習センター

■内容／調理実習（バイキング形式で食

べ物を選ぶ力を学びます）

■講師／町食生活改善推進員

■対象／年長～小学生の親子

■定員／先着１０組

■参加費／１人１００円

■持参物／エプロン、手拭きタオル

　食物アレルギーの人のための料理教室です。

■日時／７月２５日（金）１０：００～１３：００

■場所／生涯学習センター

■講師／河田　裕子

■参加費／大人１，０００円、子ども５００円

■締切／７月１８日（金）

■日時／７月１３日（日）９：００～１２：００

■場所／真岡消防署芳賀分署

■募集人数／普通救命講習・再講習合

わせて先着２０人

■内容／ＡＥＤ（電気ショック）を用い

た心肺蘇生法など救命に必要な応急手

当の知識・技術の習得

※受講後、終了証を交付します

■申込方法／芳賀分署へ電話

■写真展期日／１０月７日（火）～１９日（日）

■写真展開催場所／総合情報館

■審査員／前田孝憲氏（フジカラープロ

フォトセンターニ科会会員）

■応募資格／町内に在住・在勤または

町内各種クラブに入会している人

■作品／内容は自由、四ツ切・ワイド四ツ

切、パネル・額入りは不可、１人３点以内

田川　きみ（89） 祖母井  5 / 5

沢　シゲ（99） 下高根沢  5 / 6

齊藤　眞雄（83） 下高根沢  5 / 6

豊田ハナヱ（90） 下延生  5 /10

田﨑　典子（70） 東高橋  5 /11

小堀　くに（89） 稲毛田  5 /18

島田　イヱ（89） 芳志戸  5 /23

芝口　アヤ（83） 東水沼  5 /23

大根田武男（80） 祖母井  5 /28

関本　與市（85） 上延生  5 /29

直井　輝夫（80） 与　能  5 /30

５月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

橋本　昭仁・久保田美穂 

祖母井

遠藤　智聡・鈴木　　恵 

下高根沢

黒﨑　芳隆・石崎阿寿美 

祖母井

東　　邦彦・皆川　尚子 

祖母井

髙松　大
はる と

翔  （　　　）東高橋佑　貴
　心

川田　莉
り

奈
な

  （　　　）  祖母井　淳
賀　代

阿久津春
は

月
づき

  （　　　）  下高根沢祐　紀
理　奈

松本　　空
そら

  （　　　）  八ツ木　類
啓　子

小林　聡
そう

太
た

  （　　　）  与　能洋　平
麗　美

関口　仁
にち

悠
か

  （　　　）  祖母井寿　充
淳　子

青木巴
と

萌
も

里
り

  （　　　）  下高根沢大　樹
千　尋

■出品料／無料

■応募先／総合情報館

■締切／９月１０日（水）

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）

■日時／２日（水）１０：３０～１１：４５

多世代交流サロン 

■日時／３日（木）１３：００～１５：００

わらべうたベビーマッサージ 

■日時／３日・１０日（木）１０：３０～１１：００

ママずトーク（ＮＰプログラム） 

■日時／４日・１１日（金）１０：００～１２：００

うさぎクラブ（親子運動あそび）

■日時／  ９日（水）１０：３０～１１：４５

みなみ子育てサロン（西高橋改善センター）

■日時／１４日（月）１０：００～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者）

■日時／１５日（火）１０：３０～１１：００

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

■日時／１６日（水）１０：３０～１１：４５

お楽しみかめのこタイム

■日時／２５日（金）１１：３０～１１：４５

おでかけクラブ「蓼沼親水公園」 

■日時／２８日（月）１０：３０～１１：３０

【貸切イベント】無料ベビーマッサージ教室

■日時／７日（月）１０：３０～１１：４５

プール開き 

■日時／１４日（月）１０：３０～

【貸切イベント】７月生まれのお友だち集まれ♪

■日時／２４日（木）１０：３０～１２：００

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）

ひととき保育（託児）

■日時／ 予約制１０：００～１６：００

子育てガイド

町長と対話の日

７月１８日（金）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

７月１５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】

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】

7月27日（日）
クリーン芳賀環境美化の日

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

町写真クラブ結成４５周年記念
写真コンテスト作品募集
総合情報館　　【☎ 028(677)2525】

普通救命講習会
真岡消防署芳賀分署救急係
　　　　　　   【☎ 028(677)0212】

親子クッキング講座
生涯学習センター【☎ 028(677)0306】

つくしんぼ教室
河田　裕子　【☎ 090(5400)1189】

加藤　和
ののか

花  （　　　）  八ツ木申　義
奈緒子

募　集

2014.7 18広報はが

������������
��

����




