
防犯診断・巡回指導を実施します

年末の交通安全県民総ぐるみ運動

12月５日（金）19:45 ～

12月11日（木）～31日（水）

総務課地域安全対策係
　　　　　　 【☎028(677)6029】

総務課地域安全対策係【☎028(677)6029】

スピードダウン・シートベルト着用・
飲酒運転根絶

■申込先／県内に本店を有する銀行、

信用金庫、信用組合の営業店

■締切／１２月３０日（火）

※詳細はお問い合わせください

　小型家電の部品に含まれる貴重な資

源をリサイクルするため、使用済み小型

家電９５品目の無料回収を行います。

■日時／１２月７日（日）１０：００～１２：００

■場所／役場議員駐車場

※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。

■回収日／１２月７日（日）～１０日（水）

■回収時間／９：００～１１：３０、１３：００～

１５：００

■回収場所／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

■もえるごみの収集休み…１２月３１日（水）～１月４日（日）

■芳賀地区エコステーションへの持ち込み不可…１２月２７日（土）～１月４日（日）

≪廃棄物（ごみ等）の野外焼却は、一部を除き、条例で禁止されています≫
　住みよい生活環境づくりのために、家庭から出るごみは分別して、ごみの収集日に出

しましょう。また、積極的にリサイクルに取り組みましょう。

　近年、商品やサービスの多様化に伴

い、悪質な訪問販売や勧誘、契約や取

引に関するさまざまなトラブルが発生し

ています。

　それらの不安や被害についての相談、

問題解決のための助言やあっせんなど

手助けをする目的で、益子町役場敷地

内に、芳賀町・益子町・茂木町・市貝町

の４町が共同で「芳賀地区消費生活セン

ター」を開設しています。

　トラブルに巻き込まれて困ったとき

は、一人で悩まず、すぐにご相談ください。

■場所／益子町役場敷地内

■受付／月～金（祝日・年末年始を除く）

９：００～１２：００、１３：００～１６：００

　県では、中小企業の皆さんに年末の

運転資金の融資を行いますので、ぜひ

ご利用ください。

■融資対象者／県内に１年以上事業所

を有して営業を行っている中小企業、事

業協同組合など

■資金の使途／商品仕入れ、ボーナス

の支払いなど季節的な運転資金

■募集作品／随筆、詩、短歌、川柳

■投稿料／１部門１，０００円、２部門以上

２，０００円

■発行予定／平成２７年３月

■締切／１２月１３日（土）

　絵本や紙芝居などの読み聞かせです。

■日時／１２月２０日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

　芳賀に暮らす人々の季節の節目の迎え

方の特徴を、民俗事例をとおしてわかり

やすく解説します。

■日時・内容／１２月１４日（日）１４：００

～１６：００「芳賀の節句～節句に込められ

た願い～」、２０日（土）１４：００～１６：００

「芳賀の盆～先祖様の迎え方～」

■講師／篠崎茂雄氏（県立博物館）

■場所／総合情報館多目的室

■定員／４０人

■申込／事前申し込みが必要

　最終日にはお楽しみイベントがありま

す。短期教室に参加し、平成２７年１月

までにスクールにご入会いただいた人に

は、入会事務手数料無料で、スクール

冬休み短期水泳教室
町Ｂ＆Ｇ海洋センター【☎028(677)0030】

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】

芳賀の食と歳時記
総合情報館       【☎028(677)2525】

「文芸芳賀」第２５号作品募集
町民会館　      【☎ 028(677)0009】

年末・年始のごみ収集の休業 環境対策課環境対策係 
                 【☎ 028(677)6041】

使用済み小型家電の無料回収
環境対策課環境対策係 
　　　　　　　【☎ 028(677)6041】

お知らせ

募　集

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

芳賀地区消費生活センターを
ご利用ください
芳賀地区消費生活センター
　　　　　　    【☎ 0285(81)3881】

中小企業季節資金（年末資金）融資
県経営支援課 【☎ 028(623)3181】

年末・年始の業務のご案内
12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

役場一般業務 業務 休 業務

自動交付機 稼働 休 稼働

総合情報館 業務 休 業務 休 業務

町民会館
生涯学習センター
海洋センター

業務 休 業務

武道館 業務 休 業務

ロマンの湯 営業（12/31 は 20:00 まで）

道の駅はが 営業（12/31 は 16:00 まで） 休 営業

芳賀広域行政斎場 業務 休 1/3 午後から業務

あっとほーむ 業務 休 業務

ぴよぴよ 業務 休 業務

ふれあいタクシーひばり 業務 休 業務

役 　 　    場【☎ 028(677)1111】

総 合 情 報 館 【☎ 028(677)2525】

町 民 会 館【☎ 028(677)0009】　　

生涯学習センター【☎ 028(677)0306】

武 道 館【☎ 028(677)5155】　　

海 洋 セ ン タ ー  【☎ 028(677)0030】

道 の 駅 は が【☎ 028(677)6000】　    

ロ マ ン の 湯【☎ 028(677)4126】

あ っ と ほ ー む【☎ 028(677)8400】　    

ぴ よ ぴ よ 【☎ 028(677)0110】

ふ れ あ い タ ク シ ー ひ ば り

　　　　　　　　　【☎ 028(677)2323】

芳賀地区広域行政事務組合（斎場）

　　　　　　　　　【☎ 0285(82)9151】
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議会事務局【☎ 028(677)6023】

≪一般質問≫

岩村治雄議員

　○芳賀町長選挙について

北條勳議員

　○ＬＲＴについて

　○妊婦や子供に優しい町づくりについて

小林一男議員

　○少子化対策について

市川宗司議員

　○芳賀町障害者福祉計画について

※議会の様子は芳賀チャンネルで放映されます。詳しくは番組表をご覧ください。

水沼孝夫議員

　○地方創生における祖母井中心市

街地及び各行政区の活性化につ

いて

増渕さつき議員

　○「健幸」な町づくりをめざして

　○生涯スポーツ振興について

期　　日 内　　　　容

１１月２８日（金）
開会、提案理由の説明、条例改正（発議案件含む）と補正予算
の質疑・討論・採決

１１月２９日（土）
～１２月１日（月）

休会

１２月 ２日（火） 一般質問（４人）

１２月 ３日（水）
一般質問（２人）、その他の議案等の質疑・討論・採決、常任
委員会の調査報告・継続審査の報告、閉会

12月議会定例会の日程

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／１０日（水）１０：３０～１１：４５

ＢＰプログラム（第４回目） 

■日時／１２日（金）１０：００～１２：００

おでかけクラブ「益子つかもと見学と絵

付け体験」 

■日時／１５日（月）　１０：２０～１１：３０

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／１６日（火）１０：３０～１１：００

わらべうたベビーマッサージ 

■日時／２５日・１月８日・１５日（木）

１０：３０～１１：００

【第２回１日プレーパーク（冒険あそび場）】

■日時／１４日（日）１０：００～１４：００ 雨

天決行

■場所／生涯学習センター庭東側

■参加費／１人３０円（保険代）

■申込／１２日（金）までにあっとほー

むへ電話

【貸切イベント】１２月生まれのお友だち集まれ♪

■日時／１８日（木）１０：３０～１２：００

ミニ☆クリスマスイベント

◆出し物はパネルシアターなど

◆先着プレゼントがあります 

■期日／２４日（水）・２５日（木）

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）予約制

■日時／１０：００～１６：００

指定水着・スクール指定キャップをプレ

ゼントします。

■対象／幼児、小学生（当スクールに入

会中の人は除く）

■コース／短期Ｂ…平成２７年１月４日

（日）～６日（火）９：００～１０：００

■定員／４０人

■参加費／町内在住者２，５００円、町外

在住者３，７００円

■締切／定員になり次第または各コース

初日の１週間前

　犯罪被害者などの置かれている現状

を知り、支援の必要性への理解を深め

ていただくため、犯罪被害者などへの

支援施策をパネルで紹介します。自由に

観覧できますので、ぜひお越しください。

■期日／１２月１６日（火）～２４日（水）

※２２日（月）は休館

■場所／総合情報館

ぱんだクラブ・きりんクラブ合同「わら

べうたであそぼう」 

■日時／３日（水）１０：３０～１１：４５

わらべうたの会「童心に帰ってあそぼう」 

■日時／３日（水）１３：３０～

多世代交流サロン「しめ縄づくり」 

■日時／４日（木）　１０：００～１２：３０

みなみ子育てサロン（西高橋改善センター） 

■日時／８日・２２日（月）１０：００～１２：００

犯罪被害者等支援巡回パネル展示
総務課地域安全対策係
　　　　　　   【☎ 028(677)6029】

イベント

齊藤　雅男（93） 下高根沢  10 / 5

玉﨑 ウメノ（92） 祖母井  10 / 7

橋本　正男（78） 下高根沢  10 / 7

吉田　ミヨ（84） 祖母井  10 /10

山口　　清（92） 東水沼  10 /10

土井　英子（73） 東水沼  10 /12

阿部　冨雄（73） 西水沼  10 /13

小金登久子（81） 祖母井  10 /15

大畑　トミ（99） 下延生  10 /15

小林　増雄（84） 上延生  10 /16

小池　昌子（74） 下高根沢  10 /17

小澤　テル（81） 西高橋  10 /23

土井　タミ（96） 稲毛田  10 /31

１０月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

小林　咲
さ

晶
ら

  （　　　） 東高橋康　人
智　恵

増地　　司
つかさ

  （　　　） 祖母井　明
有　希

井関　瑠
る

空
あ

  （　　　） 八ツ木雄　二
千　尋

荒川　　祷
いのり

  （　　　） 下延生貴　史
紘　子

井上愛
あ

樹
き

菜
な

  （　　　） 八ツ木雅　也
依　子

宮本　陽
ようへい

平  （　　　） 東水沼浩　二
雅　子

藤沼　宣昭・堀江亜紀子 

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】

町長と対話の日

１２月１０日（水）　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

１２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】

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

12月９日（火）
住民課住民戸籍係 【☎028(677)6014】

企画課企画財政係 
　　　【☎028(677)6012】

工業統計調査を実施します

　工業統計調査は我が国の
工業の実態を明らかにするこ
とを目的とした統計法に基づ
く報告義務がある重要な統
計です。
　調査結果は中小企業施策
や地域振興などの基礎資料
として利活用されます。

調査時点は２６年１２月３１日です。
調査票へのご回答をお願いいたします。
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