
　農業振興地域の農用地区域内の農地

を、住宅や駐車場などとして使用する場

合や、農業用施設を建てて使用する場

合は、事前に手続きが必要です。なお、

要件を満たさないものは認められないこ

とがあります。

■受付期間／１１月４日（火）～２８日（金）

※次回は５月

■提出書類／農用地利用計画変更申出

書、その他必要書類

※詳細はお問い合わせください

　農協では、町事業の一環として廃ビ

ニール回収事業を実施します。希望する

人は、北部経済センターへ事前申し込

みをしてください。

■事前申込期限／１１月２１日（金）

■収集期間／１２月７日（日）～１０日（水）

■収集場所／ＪＡはが野祖母井倉庫前

■処理料／個人負担（当日現金を持参する）

※詳細はお問い合わせください

　今年１～９月の間に国民年金保険料を

納付した人に、日本年金機構から「社

会保険料（国民年金保険料）控除証明書」

が１１月上旬に送付されます。社会保険

料控除に必要ですので、年末調整や確

定申告まで大切に保管してください。

■問い合わせ期間／１１月４日（火）～

平成２７年３月１６日（月）※祝日（第２

土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日は

除く

■受付時間／月～金９：００～１９：００、

第２土曜日９：００～１７：００

　町営住宅の入居者を募集します。

■募集戸数／１戸（３ＤＫ）

■募集する住宅／大字祖母井４８－３

■募集期間／１１月４日（火）～１４日（金）

※土・日・祝日を除く

　清らかで衛生的な水環境を目指し、

合併処理浄化槽の設置費などを支援し

ていますのでご活用ください。

■対象地区／公共下水道の認可区域外

の地域

■対象施設／専用住宅（居住部分が１／

２以上の併用住宅を含む）

■その他要件／①各種法令、基準を満

たしていること②世帯員全員に町税の

滞納がないこと

■補助金の額／設置工事費の６割以内

の額（限度額：５人槽４９８，０００円、７人

槽６２１，０００円、１０人槽８２２，０００円）

■関連補助／敷地内処理装置設置費、

排水放流管布設費、単独処理浄化槽等

撤去費（補助要件あり）

※詳細は町ホームページをご覧いただく

か、係へお問い合わせください

　借金問題解決のための消費者向け無

料相談会です。事前予約ください。

■日時／１１月１８日（火）１３：００～１７：００

■場所／宇都宮市消費生活センター 

TEL028(616)1547

　民事・家事調停委員が応対する無料

相談会です。

■日時／１１月７日（金）９：００～１５：００

■場所／真岡市総合福祉保健センター・

茂木町民センター

■備考／予約不要

　年金記録や将来の年金受給見込額を

確認し、未来の生活設計について考え

てみませんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただく

と、いつでもご自身の年金記録を確認

できるほか、将来の年金受給見込額に

ついて、ご自身の年金記録を基にさまざ

まなパターンの試算をすることもできま

す。日本年金機構のホームページをご覧

いただくか、宇都宮東年金事務所にお

問い合わせください。

■家賃月額／２０，２００～３９，６００円（所

得に応じて決定）

■入居期日／１２月上旬（予定）

■申込資格／①町内に住所または勤務

先を有すること

②町税を滞納していないこと

③現在同居しているか同居する親族が

いること（例外あり）

④収入基準（月額）が１５８，０００円以

下であること

（障害者がいる世帯などは２１４，０００円

以下）

⑤暴力団員ではないこと

■選考方法／書類審査・現地調査※資

格適格者が多い場合は選考または抽選

■申込方法／町営住宅入居申込書に必

要書類を添付して、都市計画課へ提出

（郵送可）

※詳細は町ホームページをご覧いただく

か、係へお問い合わせください

■募集人員／若干名

■応募資格／昭和３４年４月以降生まれ

で、ホームヘルパー１～２級または介護福

祉士資格及び普通自動車免許を持ち、土、

祝日も働ける人（１日２～３時間の勤務可）

■業務内容／訪問介護

■応募方法／市販の履歴書に必要事項

を記入し、資格証明書の写しを添付し

て持参または郵送〒321-3304芳賀町祖

母井297-1芳賀町社会福祉協議会

■締切／１１月１４日(金 )

※面接日は後日通知

※詳細はお問い合わせください

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が発行されます
控除証明書専用ダイヤル
一般の固定電話・携帯電話から
　　　　　　 【☎ 0570(058)555】
 ＩＰ 電話などから【☎ 03(6700)1144】

登録ヘルパー募集
町社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

町営住宅の入居者募集
都市計画課都市計画係
  　　　　　　【☎ 028(677)6020】

農業用廃ビニール回収
ＪＡはが野北部経済センター
　　　　　　   【☎ 028(677)4500】

１１（いい）月３０（みらい）日は
「年金の日」です

宇都宮東年金事務所 【☎028(683)3211】

調停相談会
真岡調停協会    【☎0285(82)2076】

合併処理浄化槽設置補助制度
都市計画課下水道係【☎028(677)6021】

お知らせ

募　集

もういいかい 火を消すまでは
まあだだよ
秋季全国火災予防運動
１１月９日（日）～１５日（土）
真岡消防署芳賀分署【☎028(677)0212】

多重債務者無料相談会
県消費生活センター 【☎028(623)3244】
芳賀地区消費生活センター　 
                      【☎0285(81)3881】

農振除外の申出受付
農政課農業振興係【☎028(677)1110】

　町消防団２００人の勇姿をぜひご覧く

ださい。

●期日　１１月１５日（土）

◆通常点検（人員並びに服装点検、各

表彰）

 ８：３０～総合運動公園

◆分列行進

１１：００～商業集積地「モテナス芳賀」南

◆放水点検

１１：３０～役場西側

総務課地域安全対策係　
                    【☎ 028(677)6029】

芳賀町消防団通常点検

モテナス
芳賀

県道宇都宮茂木線芳賀バイパス

西 東
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ぱんだクラブ（１歳児と保護者）

■日時／５日（水）１０：３０～１１：４５

わらべうたベビーマッサージ

■日時／６日・１３日（木）１０：３０～１１：００

多世代交流サロン

■日時／６日（木）１０：００～１５：００

おでかけクラブ・みなみサロン合同「井

頭公園で秋さがし」

■日時／１０日（月）１０：００～１１：３０

きりんクラブ（２歳以上児と保護者）

■日時／１２日（水）１０：３０～１１：４５

ＢＰプログラム（全４回）

■日時／１４日・２１日・２８日・１２月１２

日（金）・１０：００～１２：００

こあらクラブ（０歳児と保護者）

■日時／１８日（火）１０：３０～１１：００

冒険あそび場遊具作り

■日時／２３日（日）１０：００～１５：００

うさぎクラブ（親子運動あそび）

■日時／２６日（水）１０：３０～１１：４５

リサイクル委託品受付

■日時／～２日（日）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／５日（水）～９日（日）月～金

１０：００～１６：００、土・日１０：００

～１５：００※９日は～１３：００

【貸切イベント】１１月生まれのお友だち

集まれ♪

■日時／２６日（水）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

　

　「あんたがたどこさ」を一つ覚えるだ

けで、まりつき、お手玉、手遊びなどい

ろいろな遊びができます。お子さんやお

孫さんとの遊びに役立つこと間違いなし

です。初心者大歓迎です。一緒に練習

しましょう。

■日時／１２月３日（水）１３：３０～１５：３０

■場所／生涯学習センター

■対象／興味のある人ならどなたでも可

（お子さん連れ可）

■講師／田村洋子（ＮＰＯ法人日本わら

べうた協会代表）

■参加費／無料

■定員／先着２０人

■申込／電話またはＦＡＸ028(677)8400

　絵本や紙芝居などの読み聞かせです。

■日時／１１月１５日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

　中級者向けの３回コースの教室です。

■日時／１２月１８日（木）～２０日（土）

９：００～１２：００

■場所／生涯学習センター

■内容／ワード、エクセル

■定員／先着９人

■参加費／無料（テキスト代は実費）

　食物アレルギーの人のための料理教

室です。

■日時／１１月２８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／１１月２１日（金）

つくしんぼ教室
河田　裕子　【☎ 090(5400)1189】

パソコン教室
生涯学習センター 【☎028(677)0306】

わらべうたの会
～童心にかえって遊ぼう～
あっとほーむ（生涯学習センター内）
　　　　　　   【☎028(677)8400】

講座・教室

町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

関本ツギ子（80） 上延生  9 / 1

大村竹一郎（88） 下高根沢  9 / 1

塩田　英夫（73） 祖母井  9 / 3

天光　キミ（92） 稲毛田  9 / 6

山田恵美子（51） 下高根沢  9 / 9

飯塚　玉乃（87） 祖母井  9 / 15

藤田　達朗（85） 祖母井  9 / 16

小筆　三男（98） 東水沼  9 / 19

水沼　次夫（66） 東高橋  9 / 22

田崎　トモ（89） 下高根沢  9 / 24

島田　欣子（75） 下高根沢  9 / 27

森島　キミ（89） 八ツ木  9 / 28

９月１日～３０日届出（掲載は承諾者のみ）

鳴海　希
きい

咲
さ

  （　　　） 八ツ木孝　幸
結　香

鴛海　　晴
はる

  （　　　） 祖母井　竜
わかな

小山田壮
そう

真
ま

  （　　　） 祖母井　聡
久美子

尾嶋　　学
がく

  （　　　） 下高根沢信　哉
真　弓

櫻岡　星
せいれん

蓮  （　　　） 西高橋弘　行
幸　恵

内川　陽
よう

太
た

  （　　　） 下高根沢大　輝
真奈美

髙久　竜典・八木澤ちえみ 

祖母井

上野　良太・綱川麻衣子 

祖母井

小堀　真史・単　　慧瑩 

八ツ木

田野倉晃輝・生井穂奈美 

祖母井

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】

ＨＡＧＡグルミネーショ
ンフェス＆きずな商店街
２０１４

　有名ラーメン店、カフェ、ご当地Ｂ級グル
メの出店や、ステージライブ、イルミネーショ
ン点灯式など、冬を楽しむイベントが盛り
だくさんです。祖母井商店街では、各店頭
で100 円の商品を販売する「100 円商店街」
を実地します。ぜひご来場ください。
１２月７日（日）１０：３０～ 役場駐車場
イルミネーション点灯式１６：４０～
★イルミネーションは１２月７日（日）～
１月１６日（金）の１７：００～２１：００点灯

ときめきＨＡＧＡ未来研究会（町商工会） 
【☎ 028(677)0144】

町長と対話の日

１１月２０日（木）　９：００～１２：００・１３：

００～１４：３０　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

１１月１８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】

子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）
　　　　　　    【☎ 028(677)0110】

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」電話相談【☎0570(070)810】
１１月１７日（月）～２３日（日）
８：３０～１９：００
（土・日は１０：００～１７：００）
相談は無料・秘密厳守
宇都宮地方法務局・栃木県人権擁護委員連合会

12月９日（火）
住民課住民戸籍係 【☎028(677)6014】
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