
■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（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）

　役場で火災が発生したことを想定し、

防災訓練を行います。当日は防災ヘリコ

プターのほか、町消防団や消防署芳賀

分署の緊急車両が出動します。

■期日／８月３０日（土）

■場所／町役場

　お手元に個人事業税（第一期分）の

納税通知書が届いた人は、９月１日（月）

までに、最寄りの金融機関または県税

事務所窓口で納めてください。

　便利な口座振替で納税することもでき

ます。振替希望の金融機関（郵便局を

除く）または県税事務所にお申し出くだ

さい。９月中にお申し込みいただければ、

第二期分から口座振替を利用できます。

　米の安全性を確認するため、国の方

針に基づき放射性物質の検査を実施し

ます。検査は８月下旬を予定しており、

結果は９月上旬に判明します。検査が終

わるまで、米の出荷・販売はできません。

ＪＡや業者への販売だけでなく、直売所

での販売や知人などへの直売もできま

せん。無料で親戚やご近所に配ること

も控えてください。

　深刻化する野生鳥獣被害に対応し、

捕獲の担い手となる狩猟者を増加させ

るため、県では狩猟免許試験の事前講

習会の受講者に対し、テキスト無料配

布を行っています。ぜひこの機会に狩

猟免許を取得し、狩猟を始めてみませ

んか。

航空学生：自衛隊の航空機パイロット

を育成する学校

■受験資格／高卒（見込含）～、２１歳未

満の者

■受付期間／８月１日(金) ～９月９日(火)

■一次試験日／９月２３日（火）

一般曹候補生：各職種のエキスパート

となり自衛隊の中堅を担うコース

■受験資格／１８歳以上２７歳未満の者

■受付期間／８月１日(金)～９月９日(火)

■一次試験日／９月１９日(金)・２０日（土）

のいずれか１日

自衛官募集
自衛隊真岡募集案内所
　　　　　　    【☎0285(83)7818】

狩猟を始めてみませんか
県東環境森林事務所
　　　　　　    【☎0285(81)9001】
一般社団法人栃木県猟友会
 　　　　　　　【☎028(635)6317】

平成２６年産米の放射性物質
の検査を実施します
農政課農業振興係【☎ 028(677)1110】

９月１日は個人事業税の
納期限です
真岡県税事務所個人事業税担当
　　　　　　    【☎0285(82)2136】

大規模火災想定訓練
総務課地域安全対策係
　　　　　　  【☎ 028(677)6029】

お知らせ
町職員採用試験
総務課庶務人事係【☎ 028(677)1111】

給付金の交付
申請受付中
健康福祉課福祉係【☎028(677)1112】

健康福祉課福祉係【☎028(677)1112】

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当現況届
健康福祉課福祉係【☎028(677)1112】

　該当者には個別に通知します。こ
の届け出がないと８月以降の手当が
受給できませんので、必ず手続きを
してください。
≪ひとり親家庭医療費受給者証更新申
請も受け付けます≫
○受付期間／8月13日（水）～22日（金）
○受付場所／健康福祉課窓口
○必要書類／現況届、手当証書、健
康保険証、印鑑など
※そのほか必要な書類がある場合があ
ります。詳細はお問い合わせください。

　通知が届いた人で給付要件に該当
する人は、申請してください。
○最終受付締切日／子育て世帯臨時
特例給付金：９月1日（月）
　臨時福祉給付金：10月1日（水）
○申請先／健康福祉課窓口

地域福祉計画策定
委員会委員の募集

地域包括支援センター
をご利用ください

　地域福祉計画策定のため募集します。
○募集人数／２人
○対象／町内在住で、平日昼間の
委員会に参加が可能な人
○任期／平成２７年３月まで
○応募方法／８月20日（水）まで
にお電話ください

　地域包括支援センター係では、
介護予防に関することや介護保険
の申請など、高齢者の皆さんが安
心して生活できるようお手伝いをし
ています。高齢者本人はもちろん、
家族・隣人などからのご相談も受
け付けます。一人で悩まずに、ご
連絡ください。

高齢者支援課地域包括支援センター係
               【☎028(677)6080】

食中毒は家庭でも発生しています！

食中毒予防の３原則

細菌やウイルスを
●つけない…手や食材、まな板など
はこまめに洗う。
●増やさない…調理したらすぐに食
べ、冷蔵庫を過信しない。
●やっつける…肉は中心部まで十分
に加熱する。

健康福祉課健康係 【☎028(677)6042】
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健　康　福　祉　掲　示　板

８月乳幼児健診・予防接種・相談
健康福祉課健康係【☎028(677)6042】

予防接種・相談 期　日 備　　考

ＢＣＧ集団接種 7日（木）
平成 25年 8月9日～
平成 26 年 5月8日生　
予約制

栄養相談 5日（火）予約制

こころの相談
11日（月）

予約制
27日（水）

乳幼児健診 期　日 備　　考
4カ月児健診 6日（水）平成 26年 3月生

2歳 6カ月児歯科検診 20日（水）平成 23年 12月・平成 24年 1月生
3歳児健診 8日（金）平成 23年 6月・7月生

実施医療機関名 所在地 電話番号
今井歯科医院 祖母井509-4 028(677)0118
小林歯科クリニック 祖母井1094 028(677)1900
やなぎだ歯科クリニック 下高根沢3859-2 028(677)4755
塩田歯科クリニック 西水沼433 028(678)0002
たけざわ歯科医院 下高根沢3919-407 028(678)5800

　町内に居住する６５歳以上の高齢者を招待する敬老
祭「大川栄策 歌謡ショー」を開催します。送迎バス
を運行しますので、ぜひお越しください。
○日時／ 9 月27日（土）開場 13:30､ 開演 14:00
○場所／町民会館　　○料金／無料
※送迎バスのご案内は、広報はが９月号に掲載します。

町敬老祭
「大川栄策歌謡ショー」
高齢者支援課介護保険係【☎ 028 (677)6015】

○対象／2 歳 6カ月以上の未就学児
○日時／8月24日（日）9:00～11:00（30分毎に20人）
○場所／保健センター
○内容／歯科検診、ブラッシング指導、フッ素塗布
○料金／無料
○持参物／母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、タオル
○申込／健康係へ電話予約

※受付時間は８:００～１１:００です。
※予約が済んでいない人はお問い合わせください。

 　

○対象／20 ～79歳の人　　　○場所／町体育館
○期日／9月7日（日）　　　　○料金／無料
○実施内容／体力測定
　●年齢共通…握力・上体起こし・長座体前屈
　●20 ～ 64歳…反復横跳び・立ち幅跳び・20ｍシャ
　トルラン
　● 65～79歳…開眼片足立ち・10ｍ障害物歩行・6
　分間歩行
　健康チェック●血管年齢測定・体組成計測定コーナー
○必要な物／体育館シューズ、運動のできる服装、タオ
ル、水分補給の飲み物
○締切／8月22日（金）

健康福祉課健康係【☎028(677)6042】

健康福祉課健康係【☎028(677)6042】

健康福祉課健康係【☎028(677)6042】

歯周疾患検診を受けてみませんか

幼児フッ素塗布
○対象／町民で平成 27年 3月31日現在40 ～70歳の人
○内容／問診、歯と歯肉の検診、結果に応じたアドバイス
○検診期間／8月1日（金）～平成 27年1月31日（土）
○検診料金／自己負担400円（差額は町が負担）
　※70歳、生活保護、住民税非課税世帯の人は無料
○受診方法／医療機関に直接予約 ※受診票が必要です
○受診票／40・45・50・55・60・65・70 歳の節目年齢の人には郵
送済み ※それ以外の年齢の人は健康係へお申し込みください

　あなたの体力・体型・生活様式から個別プログラムを作り、専
門スタッフが丁寧に指導します。
○対象／20歳以上の町民で医師から運動を禁止されていない人
○日時／①10月 1日（水）から毎週水曜日 10:00 ～11:30
　　　　② 9 月26日（金）から毎週金曜日 13:30 ～15:00
○定員／① 6人　②20人
○場所／モテナス芳賀
○費用／月1,500 円（3カ月毎に集金）
○申込／8月29日（金）までに健康係へ電話

ウェルネス運動教室3期生募集

９月の総合検診日程

自分の体力年齢・血管年齢がわかります！！

体力測定参加者募集
健康福祉課健康係【☎028(677)6042】

健康福祉課健康係【☎028(677)6042】

○対象／町内在住または在勤の女性
○日時／９月４日～１０月３０日の毎週木曜日（全９回）
　１９：３０～２１：３０
○場所／武道館剣道場
○料金／無料　○締切／８月２２日（金）

エアロビクス教室
健康福祉課社会体育係【☎028(677)5155】

実施日 会　場
４（木） 農業者トレーニングセンター
５（金） 農業者トレーニングセンター
６（土） 農業者トレーニングセンター
７（日） 水橋分館
８（月） 水橋分館
９（火） 生涯学習センター

2014.8 18広報はが

������������
��

����




