
　９月２１日（日）～３０日（火）の期間中、

町では交通安全意識の高揚を図るため、

街頭広報活動を実施します。

■日時・場所／①９月２４日（水）ＪＡは

が野芳賀支店南交差点②９月２５日（木）

工業団地管理センター北交差点③９月

２６日（金）旧ＪＡ水橋支所北バイパス

交差点いずれも７：３０～

　

　屋外広告物とは、常時または一定期

間継続して屋外で公衆に表示されるもの

で、看板や張り紙、のぼり旗などが含

まれます。町内に看板などを立てる場合

は、栃木県屋外広告物条例が適用され、

一部を除き許可が必要です。

　適正化旬間では、各地で広報活動や

違反屋外広告物に対する是正指導など

が実施されます。

　良好な景観形成、広告物による事故

防止のため、適正な表示をお願いします。

■日時／１０月３日（金）１０：００～１５：００

■場所／道の駅はが会議室

■内容／行政相談委員が行政に関する

相談、そのほかさまざまな相談を受け

付けます。申込不要ですので、お気軽

にお越しください。

　現在お使いの国民健康保険被保険者

証（保険証）は、９月３０日で有効期限

が切れます。

　新しい保険証の色は「藤色」です。９

月中旬に、世帯全員分を世帯主あてに緑

色の封筒で郵送しますので、受け取った

ら記載内容に間違いがないか確認してく

ださい（保険証は８月末現在の情報に基

づき作成されます）。９月中に届かない

場合はお問い合わせください。※期限切

れの保険証は、住民課や町内医療機関

などの回収箱に投かんしてください。

　なお、国民健康保険税の滞納がある

世帯には、通常の保険証よりも有効期限

が短い保険証を住民課窓口で交付しま

す。郵送はしませんのでご注意ください。

　芳賀高校跡地造成・かしの森公園整

備の工事で支障となる樹木をお譲りしま

す。希望する人はご連絡ください。なお、

町は伐採作業を行いません。ご自身で

実施または委託してください。

■対象樹木／敷地内の樹木（旧芳賀高：

ヒノキ、カシ、ケヤキなど約４５０本、か

しの森公園：ケヤキ、イチョウなど約８０本）

■費用／無料※伐採、伐根、搬出など

にかかる費用は自己負担

■申込期間／９月１日（月）～１９日（金）

■搬出期間／１１～１２月頃

■申込／電話・窓口など

　芳賀郡市の１市４町を周回コースとし

て開催する、記念すべき第１回大会の

町内ボランティアを募集します。力を合

わせて、心温まる思い出深い大会にしま

しょう。

■活動日時／１２月２１日（日）大会当日

９：３０頃～１６：００頃

■活動内容／町内マラソンコース（沿道）

の交通規制補助

■応募資格／高校生以上

■締切／９月１９日（金）

■日時／９月２１日（日）８：００集合

■場所／与能テニスコート

■参加資格／町内在住者または在勤・

通学者

■種目／①一般Ａ（高校生含む）②一

般Ｂ（初級者）③中学生男子④中学生

女子⑤小学生

■参加費／一般の部１チーム２，０００円

※小・中学生の部は無料

■申込／９月１２日（金）までに参加費を

添えて武道館へ

■期日／１１月２９日（土）雨天決行　

■場所／町総合運動公園スタート・ゴール

■申込／詳細は後日発表

町民ソフトテニス大会
武道館　　　　【☎028(677)5155】

特設行政相談
企画課情報広報係【☎028(677)6099】

国民健康保険証は１０月更新です
住民課国保年金係 【☎028(677)6038】

秋の交通安全県民総ぐるみ運動
総務課地域安全対策係
　　　　　　   【☎ 028(677)6029】

樹木をお譲りします
都市計画課都市計画係【☎028(677)6020】

「第１回はが路ふれあいマラソン」
町内走路員ボランティア募集
武道館　　       【☎028(677)5155】

お知らせ

募　集

ごみを出すときは
ルールを守りましょう

◆びんの共用コンテナはびん専用です。びん以外
のものを入れないでください。

◆びんの共用コンテナはステーション備え付けの
ものです。個人で持ち帰らないでください。

◆ごみは種類ごとに分けて置いてください。
◆ごみを出すときは、必ず回収日の当日８時３０
分までに、時間に余裕を持って出しましょう。

議会事務局　 【☎ 028(677)6023】

≪一般質問≫

①市川宗司議員

　通学路の安全対策について

②小林一男議員

　熱気球大会について

③北條勲議員

　人事管理について

　条例以外の規則等の取扱について

④増渕さつき議員

　介護保険制度の改正について

期　　日 内　　　　容

９月２日（火）開会、提案理由の説明、決算審査報告、同意案件の採決

９月４日（木）一般質問

９月５日（金）報告案件の質疑、決算認定を除く案件の質疑・討論・採決

９月８日（月）決算認定質疑・常任委員会付託、常任委員会

９月９日（火）
 ～１２日（金）

常任委員会

９月１７日（水）
常任委員長決算認定審査結果報告・委員長に対する質疑・討論・
採決、閉会

９月議会定例会日程予定

９月１日～１０日は屋外広告物
適正化旬間です
都市計画課都市計画係
　　　　　　   【☎ 028(677)6020】

町長と対話の日

９月１８日（木）　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

９月１６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】

赤羽有紀子ロード制定記念
マラソン・ウオーキング大会
健康福祉課健康係【☎028(677)6042】
武道館　　　　【☎028(677)5155】

環境対策課環境対策係 【☎028(677)6041】
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　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／９月２０日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

　行田市「忍城」・熊谷市国宝「歓喜院」

を訪ねます。

■日時／１０月７日（火）８：３０町民会館

集合・出発

■場所／埼玉県方面

■参加費／３，０００円（昼食代含む）

■定員／先着２６人

■申込／９月２日（火）～

　町の結婚相談員がパートナー探しをお

手伝いします。お気軽にご相談ください。

■日時／９月２８日（日）・１０月２６日

（日）・１１月３０日（日）・１２月１４日（日）

１３：００～１５：００

■場所／道の駅はが会議室

■持参物／身上書、写真

町結婚活動支援事業交付金

　婚活パーティーなどに参加すると、１

回につき支援金３，０００円を年３回まで

交付します。

■対象／町内在住の２０歳以上の未婚

の人

※詳細はお問い合わせください

日曜結婚相談所
生涯学習センター【☎ 028(677)0306】

ボランティア友の会講座
文学・歴史散歩の集い
（秋の歴史散歩）
生涯学習センター【☎028(677)0306】

イベント

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

農作業中の事故に
注意しましょう

　トラクターやコンバインなど農業機械
を扱う際は十分注意しましょう。
◆事故はちょっとした「油断」や「気のゆ
るみ」で発生！

◆ベテランの人も「慣れ」にまかせず基
本的な確認をしっかりと！

◆作業現場周辺にいる人への注意も十分
払いましょう

◆家族内でも作業の確認と「気をつけて」
の声かけをしましょう

町認定農業者協議会（アグリ２１）事務局
 　　　　　　　 　【☎ 028(677)1110】
町農業公社　 【☎ 028(677)6048】

水沼　京子（60） 西水沼  7 / 4

小金　益平（83） 祖母井  7 / 6

中澤セツ子（78） 東水沼  7 / 5

長谷川榮子（86） 八ツ木  7 / 8

関本　秀子（93） 上延生  7 / 9

阿久津フチ（99） 下高根沢  7 / 9

菅原　　榮（81） 下高根沢  7 /12

澤山　美枝（65） 祖母井  7 /17

水沼　義行（82） 下高根沢  7 /17

矢口　一司（57） 上稲毛田  7 /16

齊藤　弘通（24） 下高根沢  7 /25

山本アヤ子（71） 下高根沢  7 / 28

小池　 一（67） 東水沼  7 / 30

７月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）
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環境対策課環境対策係【☎028(677)6041】
測定日時：８月８日（金）１６：３０　

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） 0.066

芳賀北小学校（職員室前） 0.071

芳賀南小学校（職員室前） 0.067

芳賀中学校（職員室前） 0.069

芳賀町工業団地管理センター
（事務室北側）

0.068

阿嶋　祐亮・向田　奈美 

祖母井

岩渕　俊彦・菊池　香織 

下延生

矢口　裕史・中川　汐莉 

下延生

山口　剛史・吉田　友美 

西水沼

小池　敏行・大塚美千代 

祖母井

吉永　忠史・清水　優子 

稲毛田

石沢　知彦・岡本　有紀 

下高根沢

荒井　文子（91） 西水沼  7 / 30

全国一斉
「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間
電話相談【☎ 0570(003)110】
９月８日（月）～１４日（日）８：３０～１９：００
（土日は１０：００～１７：００）
宇都宮地方法務局　栃木県人権擁護委員連合会

みなみ子育てサロン（西高橋改善センター） 

■日時／１日（月）１０：００～１１：４５

多世代交流サロン 

■日時／４日（木）　１０：００～１５：００

わらべうたベビーマッサージ 

■日時／４日・１１日（木）１０：３０～１１：００

ぱんだクラブ・きりんクラブ合同 

■日時／１０日（水）１０：３０～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／１６日（火）１０：３０～１１：００

おでかけクラブ「益子南公園」 

■日時／２２日（月）１０：２０～１１：３０

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／２４日（水）１０：３０～１１：４５

臨時のお休み（職員研修のため）５日（金）

おもちゃ市　委託品搬入・受付 

■日時／１１日（木）１４：００～１６：００・

１２日（金）９：１５～１０：１５

おもちゃ市【会員以外も購入可】 

■日時／１２日（金）～１３日（土）１０：

００～１４：００ 　

【貸切イベント】食改さんの料理教室（託児付き）

■日時／１８日（木）１０：００～１２：００

教室…友遊はが体験室　　　　　　

託児…子育てひろば　ぴよぴよ

【貸切イベント】９月生まれのお友だち集まれ♪

■日時／２９日（月）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

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】

2014.9 20広報はが

クリーン芳賀環境美化の日
９月28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������������
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