
■電話／ 028(624)1100・028(622)9876

■ＦＡＸ／ 028(624)7600

■交通手段／ＪＲ宇都宮駅西口から徒歩

６分、東武宇都宮駅からバス５分・上河

原下車徒歩１分※車でお越しの際は近

隣のコインパーキングをご利用ください

　県では、栃木県重点戦略「新とちぎ

元気プラン」に掲げる各取り組みに対す

る県民の皆さんの満足度や率直なご意

見・ご要望をお伺いし、今後の県政運

営の参考とさせていただくため、県民

満足度調査を実施しています。

■調査対象／県内在住者または通勤・

通学者

■調査方法／インターネットまたは郵送
● インターネットでの回答方法について

は、県ホームページをご覧ください
● 調査票の郵送をご希望の人は、県総合

政策課までお問い合わせください（調査

票は県民プラザ室や県民相談室にも備

え付けてあります）

■調査期間／２月１３日（金）まで

　国民年金を納付するのに口座振替を利

用すると、金融機関等に納めに行く手間

が省けます。また、早割・前納で納付す

ると保険料が割引されます。詳細やお申

し込みは、宇都宮東年金事務所または

町住民課国保年金係までお願いします。

■申し込みの際に必要なもの／通帳、

届出印

　宇都宮東年金事務所では、スムーズ

な年金相談のため、電話による事前予

約制を導入しました。予約で優先的に

相談をすることができます。

■予約により相談ができる時間帯／平

日８：３０～１０：００・１５：００～１６：３０

■事前予約電話番号／宇都宮東年金事

務所お客様相談室☎ 028(683)3216

※音声案内が流れるので「１」の後に「２」

を押す※受付時間８：３０～１７：１５（土日

祝日、年末年始を除く）

■事前予約受付期間／相談希望日の１カ

月前から前日まで

■注意事項／・お電話の際には年金番

号がわかるものをご用意ください・代理

　更新作業に伴い、防災行政無線施設

の音出し試験を行います。この試験は、

各地区に建設した無線子局から実際に

音を出し、音の到達状況、共鳴状況を

確認するものです。

　期間中はご迷惑をお掛けしますが、

ご理解をお願いします。

■実施期間／２月２日（月）～３月２０日（金）

■受付期間／２月１３日（金）まで

■様式／町指定様式、国・県様式（Ａ４

サイズ）※要領・様式は町ホームページ・

総務課窓口で配布中

■提出方法／持参または郵送（当日消

印有効）

■有効期間／４月１日～平成２９年３月３１日

※詳細は町ホームページをご覧ください

　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／２月１４日（土）９：００～１１：３０

■場所／役場東側駐車場

※詳細はお問い合わせください

　１月５日（月）から、宇都宮公証人合

同役場は「宇都宮公証センター」に改称

し、次の場所に移転しました。

　　　　　

■新住所／〒320-0811　宇都宮市大通

り４丁目１番１８号　宇都宮大同生命ビ

ル７階

の方がご相談に来られるときは委任状

と身分証明書が必要です

■期間／２月２日（月）～２７日（金）

※土・日・祝日を除く

■場所／県内各司法書士事務所

■相談内容／相続に関する事項

■相談料／無料

　

　絵本や紙芝居などの読み聞かせです。

■日時／２月２１日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

　投票が適正に行われているか確認を

する投票立会人を募集します。

■立ち会う投票／①県議会議員選挙…

期日前投票４月４日（土）～１１日（土）、

投票日当日４月１２日（日）②町長・町議

会議員選挙…期日前投票４月２２日（水）

～２５日（土）、投票日当日４月２６日（日）

■従事する時間／期日前投票８：３０～

２０：００、投票日当日７：００～２０：００

■報酬／期日前投票９，５００円（源泉徴

収有り）、投票日当日１０，７００円（源泉徴

収有り）

■場所／期日前投票…役場１階ロビー、

投票日当日…選挙人名簿に登録されてい

る投票所

■応募方法／町ホームページまたは総

務課にある申込書に必要事項を記入し、

町選挙管理委員会事務局（総務課内）

へ提出

■募集期間／２月１０日（火）～３月１０日（火）

■対象／司書資格を持ち、公共図書館

等の勤務経験が有る人

■募集人数／総合情報館勤務１人、町

内学校図書館勤務１人

■雇用期間／４月１日～平成２８年３月３１日

■勤務時間／１日７時間３０分（総合情

報館勤務の場合は、遅番勤務有り）、週

５日勤務、土・日・祝日勤務有り（代休対応）

■報酬／月額１５１，０００円

■申込／市販の履歴書に必要事項を記

入し、司書資格の写しを添付して総合

情報館係へ提出（郵送可〒３２１－３３０４

芳賀町大字祖母井１０７８番地）

※総合情報館は月曜日休館

■締切／２月２１日（土）

選挙の投票立会人募集
町選挙管理委員会【☎ 028(677)1111】

総合情報館嘱託司書募集
総合情報館 　  【☎ 028(677)2525】

防災行政無線施設の
音出し試験を行います
総務課地域安全対策係
　　　　　　   【☎028(677)6029】

年金相談には電話による事前
予約がおすすめです
宇都宮東年金事務所【☎028(683)3211】

「相続登記はお済みですか月間」
無料相談会
県司法書士会　 【☎ 028(614)1122】

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】

国民年金保険料の納付は
口座振替が便利でお得です！
宇都宮東年金事務所【☎028(683)3211】
町住民課国保年金係 【☎028(677)6038】

県民満足度調査にご協力ください
県総合政策課   【☎ 028(623)2206】

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】

平成２７・２８年度芳賀町競争
入札参加資格審査申請受付
総務課管財係    【☎ 028(677)6011】

宇都宮公証人合同役場が移転
しました
宇都宮公証人合同役場
　　　　　　    【☎ 028(624)1100】

バス停
上河原

菊地歯科医院足利銀行

上河原
郵便局

東武宇都宮駅
東武デパート

バス停
上河原

〒

JR
宇
都
宮
西
口
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■場所／道の駅はが

■内容／イチゴの販売・試食コーナー、

お楽しみ抽選会（１，０００円以上購入者）、

イチゴ加工品のＰＲ・販売コーナーなど

※とちおとめ２５ライブは８日１０：３０～・

１３：３０～

おでかけクラブ・みなみサロン合同

「ヘリコプターを見に行こう」 

■日時／２日（月）１０：２０～１１：３０

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）

■日時／４日（水）１０：３０～１１：４５

多世代交流サロン

■日時／５日（木）１０：００～１５：００

ＢＰプログラム（全４回）

■日時／１３日・２０日・２７日（金）３月

５日（木）１０：００～１２：００

みなみサロン（西高橋構造改善センター）

■日時／１６日（月）１０：００～１２：００

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／１７日（火）１０：３０～１１：００

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

■日時／１８日（水）１０：３０～１１：４５

冒険あそび場遊具作り

■日時／２２日（日）１０：００～１５：００

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／２５日（水）１０：３０～１１：４５

わらべうたベビーマッサージ 

■日時／１２日・１９日・２６日（木）

１０：３０～１１：００

【貸切イベント】食改さんの料理教室　

（託児付き）

■日時／５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】２月生まれのお友だち

集まれ♪ 

■日時／２３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）予約制

■日時／１０：００～１６：００

■募集人員／若干名　

■条件／６０歳ぐらいまでの人、時給

８００円～

■勤務日／毎週月～金曜日（月１回程度

土曜日出勤あり）　

■勤務時間／１３：００～１９：００の時間内

（応相談）　

■勤務場所／農業者トレーニングセン

ター、生涯学習センター、芳賀南小

■申込方法／市販の履歴書に必要事項を

記入し、社会福祉協議会へ持参または郵送

■締切／２月１０日（火）※２月１６日（月）

面接あり

■貸付額／高等学校・専修学校（高等

課程）…月額２０，０００円以内、高等専門

学校…月額３０，０００円以内、短大・大学・

専修学校…月額４０，０００円以内

■対象／町内に１年以上住所があり、

高校・大学などに進学または在学する人

※勉学のために町外に住んでいる場合も対象

■申込期間／２月２日（月）～３月３１日（火）

■日時／３月１日（日）９：００試合開始

※予備日３月８日（日）

■場所／与能テニスコート

■種目／一般男子ダブルス、一般女子

ダブルス

■競技方法／トーナメント戦

■募集組数／一般男子ダブルス…先着

３２組、一般女子ダブルス…先着１６組

■参加費／１組２，０００円

■申込／２月２日（月）～１６日（月）に

参加費を添えて武道館へ申し込み

※２月１６日以降のキャンセルは不可

　絵画、書道、写真、陶芸の４部門に

わたり、町民の方やグループの力作を

展示します。

■日時／２月５日（木）～２６日（木）

９：３０～１７：００（最終日は～１５：００）

■場所／総合情報館展示室

　芳賀町特産のイチゴが旬です。皆さ

んどうぞご賞味ください。「とちおとめ

２５」も来場します。

■日時／２月８日（日）・１１日（水）

※メインイベントは８日９：００～１４：００

芳賀町美術展
町民会館          【☎028(677)0009】

学童保育指導員募集 
町社会福祉協議会【☎028(677)4711】

町奨学生募集
こども育成課学校管理係
　　　　　　    【☎028(677)1414】

町民祭「いちご祭り」
農政課農業振興係【☎028(677)6053】

町テニス大会（ダブルス）
参加者募集
武道館　　 　　【☎ 028(677)5155】

イベント

水沼　　實（85） 東高橋  12 /1

髙久　育久（85） 下高根沢  11 /29

石下　和男（83） 東水沼  12 / 2

鈴木　コウ（90） 西高橋  12 /8

佐藤　サク（84） 上稲毛田  12 /9

矢口　博美（68） 東水沼  12 /14

齋藤　豊藏（67） 東水沼  12 /22

船生カツ子（84） 上稲毛田  12 /26

佐藤　千尋（82） 祖母井  12 / 2

石下　クラ（100） 東水沼  12 /5

髙塩　晴子（34） 下高根沢  12 /9

水沼　義夫（93） 東高橋  12 /12

大橋　ユキ（84） 芳志戸  12 /18

菅谷倉太郎（90） 東高橋  12 /24

荒井　　保（87） 東高橋  12 /29

１２月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

伊﨑　心
このか

架  （　　　） 祖母井　旭
由　佳

吉川　　翔
しょう

  （　　　） 稲毛田雄　太
恵　子

小林　　樹
いつき

  （　　　） 与　能　浩
和　枝

佐藤　柊
とう

馬
ま

  （　　　） 東水沼和　洋
裕美子

田﨑　純
ましろ

白  （　　　） 与　能裕　介
　南

小牧　伶
れ

奈
な

  （　　　） 稲毛田一　智
博　美

酒井　　旭
あさひ

  （　　　） 東水沼忠　幸
美　涼

髙畑　慎
しん

馬
ば

  （　　　） 西水沼明　大
智奈美

森　　寿
す

々
ず

  （　　　） 東高橋崇　文
恵美子

横山　　玄
げん

  （　　　） 芳志戸貴　洋
祐　美

福田　己
き

道
どう

  （　　　） 八ツ木　勇
有　里

黒﨑　結
ゆ

心
い

  （　　　） 芳志戸直　人
諭　美

牧野　太一・原　久美子 
下高根沢

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

２月１６日（月）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

２月１７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】

２月２８日（土）・３月１日（日）
証明書自動交付機が使用できません
住民課住民戸籍係【☎ 028(677)6014】

雪かきのマナーを守りましょう

◆除雪後の戸口や歩道の雪は、道路に出さず、 
　道路わきに積み上げておきましょう
◆集合住宅の敷地内の雪は、道路に出さず、
　敷地内に積み上げておきましょう

地域安全対策係【☎028(677)6029】
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