
取得税が課税されます。納税通知書が

届いた人は、納期限（７月３１日）までに、

最寄りの金融機関・郵便局または県税

事務所窓口で納付をお願いします。

■都市計画の構想／宇都宮都市計画都

市計画区域の整備、開発および保全の方

針（宇都宮都市計画区域マスタープラン）

■対象となる区域／町を含む宇都宮都

市計画区域の全部

■縦覧期間／６月２３日（火）～７月７日（火）

※土・日を除く

■縦覧場所／県都市計画課、真岡土木

事務所企画調査課、芳賀町都市計画課

※構想について意見がある人は、縦覧

期間中、公聴会で公述人となる意思の

有無を明記して、直接または郵送で意

見申出書を提出してください

■公聴会日時／７月２３日（木）１８：３０～

■公聴会場所／農業者トレーニングセン

ター２階研修室

※公述希望者がいない場合は公聴会を開

催しませんので、傍聴を希望する人は、開

催の有無についてお問い合わせください

■日時／１０月１１日（日）１０：００～１２：００

■場所／宇都宮大学峰キャンパス、とち

ぎ健康の森

■申込書配布期間／６月８日（月）～７月８日（水）

■申込書配布場所／町高齢者支援課窓

口、各健康福祉センターなど

■受験料／７，７００円

■申込方法／申込書に同封の封筒で簡

易書留にて送付

■受付期間／６月２２日（月）～７月８日（水）

※当日消印有効

■募集要件／次の要件を全て満たす世

帯①町内在住の一人暮らし以外の世帯②

「キエーロ」使用中の各調査に協力できる

世帯③町の環境問題、ごみ問題に強い関

心のある世帯④税金の滞納がない世帯

■定員／１０世帯程度

■締切／６月２５日（木）

■募集人員／若干名

■勤務期間／７月２１日（火）～８月２８日（金）

■勤務時間／７：３０～１９：００の間で６～

８時間（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、芳賀南小学

校のいずれか

■賃金／時給８５０円

■申込／市販の履歴書に必要事項を記

入の上、町社会福祉協議会へ持参また

は郵送

■締切／６月１５日（月）

　手軽にできるニュースポーツによるレ

クリエーション大会にご参加ください。

■日時／６月２８日（日）８：３０～※雨天時

は屋内種目のみ

■場所／町第２体育館、芳賀中学校第

２運動場

■種目／①交流種目（ソフトバレーボー

ル、グラウンド・ゴルフ）②体験種目

（ショートテニス、アキュラシーディス

リート、輪投げ等）

※詳細はお問い合わせください

■日時／７月２３日（木）

●第１集合地：芳賀町役場（８：００集合、

１６：５０解散）

●第２集合地：上三川町役場（８：００集

合、１６：５０解散）

●第３集合地：栃木県庁（８：５０集合、

１６：１０解散）

■見学施設／なかがわ水遊園・水産試

験場、とちぎ健康・生きがいづくりセンター

※昼食は道の駅那須与一の郷（各自自由）

■対象／宇都宮市、上三川町、市貝町、

芳賀町在住者

■定員／５０人※応募多数の場合抽選

■申込／往復はがき（104円）の往信用

裏面に①氏名②住所③電話番号④年齢

⑤性別⑥希望集合地を記入し、〒320-

8501県広報課県民プラザ室へ（住所不

要）※１枚のはがきで最大２人の申込可

（２人の場合はそれぞれ①～⑥を明記）

■締切／７月２日（木）（当日消印有効）

　絵本や紙芝居などの読み聞かせです。

■日時／６月１３日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

　取り引きや証明などに使用しているは

かり（家庭用を除く）は、計量法の規

定により２年に１回の定期検査を受けな

ければなりませんので、次の日時に検査

を受けてください。

■日時／６月１９日（金）１０：００～１２：

００、１３：００～１５：００

■場所／役場北側車庫棟

■対象／①商店、事務所、農家などに

ある商売用のはかり②病院、薬局など

の業務用はかり③おもり、分銅

※詳細はお問い合わせください

■補助金申請対象者／県内に事務所ま

たは事業所、店舗等がある中小企業者・

商店街振興組合または商店会等の団体

■補助金額／補助対象経費の１／２以内

（上限１００万円、下限１０万円）

■申請方法／申請書に必要事項を記入

し、添付書類とともに提出

※詳細はお問い合わせください

■追加内容／低血糖発作を疑う患者へ

の血糖値測定並びにブドウ糖投与、心

肺停止前のショック状態をきたした患者

への輸液

※詳細はホームページ（http://hagakouiki.

jp /syoubou/）をご覧ください

　

　自動車税の納付がお済みでない人は、

すみやかに納付してください。７月の督

促状発送後、納付されないままの場合、

差押等滞納処分の対象になります。自動

車税についてご不明な点がありましたら、

当県税事務所へお問い合わせください。

　平成２６年中に新築・増築・改築によ

り家屋を取得した人には、７月に不動産

お知らせ

平成２６年中に家屋を新築等
された人へ
真岡県税事務所不動産取得税担当
　　　　　　    【☎ 0285(82)2136】

県の施設をみる「県民バス」
参加者募集
県民プラザ室　  【☎ 028(623)3766】

都市計画の構想の縦覧および
公聴会
県都市計画課  　【☎028(623)2465】

計量器（はかり）定期検査
商工観光課商工観光係
　　　　　　    【☎ 028(677)6018】

７月１日から救急救命士の
処置が拡大されます
芳賀地区広域行政事務組合消防本部
　　　　　　    【☎ 0285(82)3161】

県産石材を利活用しましょう
県工業振興課    【☎028(623)3198】

募　集

夏期学童保育指導員募集
町社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

土を使って生ごみを分解！
「ごみキエーロ」モニター募集
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6041】 講座・教室

町民スポーツ・レクリエーション
大会参加者募集
武道館　　　   【☎ 028(677) 5155】

町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

介護支援専門員実務研修
受講試験
社団法人とちぎ健康福祉協会
　　　　　　    【☎ 028(650)5587】

自動車税の納付を忘れていませんか
真岡県税事務所収税課
　　　　　　　【☎0285(82)2253】
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ぱんだクラブ（１歳児と保護者）

■日時／３日（水）１０：３０～１１：４５

みなみ子育てサロン（西高橋構造改善センター）

■日時／５日（金）・１２日（金）・１９日（金）

・２６日（金）１０：００～１５：００

おでかけクラブ「作新大学」 

■日時／１０日（水）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

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

■日時／１７日（水）１０：３０～１１：４５

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／２４日（水）１０：３０～１１：４５

リサイクル委託品受付 

■日時／～１日（月）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／３日（水）～７日（日）月～金

１０：００～１６：００、土・日１０：００～１５：００

※７日は～１３：００

父の日のプレゼント作り

■日時／１５日（月）～２１日（日）月～

金１０：００～１６：００、土・日１０：００～

１５：００

【貸切イベント】親子フラワーアレンジ教室

■日時／１７日（水）１０：３０～１１：３０

【貸切イベント】お誕生会

■日時／２２日（月）１０：００～１２：００

Ｔｅａサロン 

■日時／毎週月・金曜日１０：３０～１５：３０

ひととき保育（託児）

■日時／予約制１０：００～１６：００

　最終日にはお楽しみミニイベントもあ

ります。短期教室に参加し、８月３０日

までにスクールにご加入の人には、入会

事務手数料無料で、スクール水着・水

泳キャップをプレゼントします。

■対象／幼児、小学生

■コース／各時間９：００～１０：００、各定員３５人

①スクール未入会者…短期 A：７月１８日

（土）～２０日（月）、短期 B：７月２２日（水）

～２４日（金）、短期 C：７月２９日（水）

～３１日（金）、短期 D：８月４日（火）～

６日（木）、短期 E：８月７日（金）～９日

（日）、短期 F：８月１８日（火）～２０日（木）

②スクール入会者…チャレンジ：８月２１

日（金）～２３日（日）

■参加費／町内在住者２，５００円、町外

在住者３，７００円

■締切／各コース初日の１週間前（先着順）

　出来上がった作品は、町民祭に出展

します。

■日時／第１回６月１６日（火）１３：３０～

１５：３０※１０月までの４回シリーズ

■場所／町民会館

■講師／水沼将亘氏

■参加費／材料費等（２，０００円程度）

■締切／６月１０日（水）

■日時／６月１３日（土）１９：００～

※雨天時は翌日

■集合場所／冨士山自然公園北側駐車場

■対象／５歳以上のどなたでも（小学６

年生以下は保護者同伴）

■持参物／歩きやすい服装、懐中電灯

など

■参加費／無料

■締切／６月１０日（水）

山﨑　キン　（88） 下高根沢   4 /4

菊地　トモ （80） 芳志戸   4 /12

磯　　博夫 （73） 芳志戸   4 /9

田　ハル （93） 西高橋   4 /11

生井佐四郎 （77） 給　部   4 /13

大根田年和（51） 祖母井   4 /15

齋藤　笑子（92） 東高橋   4 /20

関本　順子（58） 上稲毛田   4 /23

石川　トシ （83） 祖母井   4 /26

永岡　チヨ （92） 下高根沢   4 /25

加藤フサ子（88） 上延生   4 /28

岡﨑　邦男 （82） 東高橋   4 /26

大関　允歛 （93） 西高橋  4 /28

戸田ソノ子（94） 下高根沢  4 /28

加藤　良行 （83） 西水沼   4 /29

川ミドリ  （80） 下高根沢   4 /7

４月１日～３０日届出（掲載は承諾者のみ）

藤平　琉
りゅうと

斗  （ 　　　） 祖母井宗　史
美　奈

内川　咲
さく

良
ら

  （　　　 ） 下高根沢和　紀
優　奈

上野　衣
い

織
おり

  （　　 　） 稲毛田良　太
麻衣子

上野　優
ゆう

姫
ひ

  （　　 　） 稲毛田良　太
麻衣子

中川原香
か

帆
ほ

  （　　 　） 八ツ木　潤
奈緒子

小野瀨　光
ひかる

  （　　　 ） 西高橋哲　矢
宏　枝

佐藤　千
ち

隼
はや

  （　　　 ） 下高根沢禎　之
佳　子

及川　叶
かな

夢
む

  （　　　 ） 東水沼義　
美　保

福田　征史・篠﨑　彩夏 

西高橋

熊谷　直紀・畑田　直子 

東水沼

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】

行政相談・人権相談

６月１６日（火）１３：３０～１６：００

農業者トレーニングセンター

◎特設人権相談　

６月１日（月）１３：３０～１６：００

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】

生活困窮者自立相談

◆生活保護を受けていない人で、経済的

に困っており、最低限度の生活を維持する

ことができなくなるおそれのある人が対象

です。相談員が一緒に考え、解決へのお

手伝いをします。

毎週火・木曜日９：００～１６：００

健康福祉課

健康福祉課福祉係【☎028(677)1112】

法律相談

（各開設日の１カ月前から予約受付）

◆弁護士と心配ごと相談員が対応する無

料相談です。

６月２日（火）、９月１日（火）、１２月１日（火）、

平成２８年３月１日（火）※年４回、予約制

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】

夏休み短期水泳教室
海洋センター　　  【☎028(677)0030】

6月21日（日）
電気点検のため、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】

第３４回町民祭さつき展
6月5日（金）～8日（月）
8：30～17：00※8日は～14：00  道の駅はが会議室
総合情報館【☎028(677)2525】

電話相談【 0120(007)110】

全国一斉
「子どもの人権１１０番」
強化週間

６月22日（月）～28日（日）
８：30～19：00（土日10：00～17：00）
宇都宮地方法務局・県人権擁護委員連合会

生涯学習講座
「 観賞菊を育てよう」
祖母井分館　　  【☎028(677)0132】

イベント
しぜん観察会「ほたるの観察会」
水橋分館 　　　【☎ 028(678)0004】
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