
　現在お使いの後期高齢者医療被保険

者証の有効期限は７月３１日です。８月

から使用する保険証は、縦長大判の封

筒（茶色）に入れて７月下旬に郵送しま

す。８月１日以降は、今回お送りする新

しい保険証を医療機関などの窓口に提

示してください。なお、現在お使いの保

険証は、８月１日以降に住民課へ返却く

ださるようお願いします。

　世帯の全員が住民税非課税の場合

は、診療を受ける際に「限度額適用・

標準負担額減額認定証」を医療機関に

提示することにより、医療費の支払いが

一定額にとどまります。また、入院時の

食事代が減額になります。該当する人は

住民課へ申請してください。

　なお、過去に限度額適用・標準負担

額減額認定証の交付を受けたことがあ

り、平成２７年度の負担区分が低所得区

分に該当する人については、７月下旬に

送付する保険証に同封します。

　国民年金の保険料を納付することが

困難な人（学生を除く）は、国民年金保

険料の免除申請をすることができます。

■受付開始／７月１日（水）から（平成

２７年度分）

■申請方法／印鑑を持参の上、住民課

窓口で申請

※退職特例免除（平成２６年度以降の退

職に限る）を申請する場合は、雇用保

険受給者証も必要です。

　今年もプレミアム商品券を販売します。

今年はプレミアム率を２０％にアップさせ、

１２，０００円分の商品券を１０，０００円で

販売します。ぜひお買い求めください。

■対象／町内在住者のみ※購入時に保

険証や運転免許証などの身分証明書の

提示をお願いします。

■販売数／３，５００セット

■販売日／７月１９日（日）９：００～１５：００

※初日に完売しなかった場合、７月２１日

（火）から平日９：００～１７：００のみ販売

■販売場所／町商工会館

■購入可能額／１人１０万円まで（１世帯

２０万円まで）

■利用期間／７月１９日（日）～１２月３１日（木）

　家庭で不要になった小型家電の無料

回収を行います。

■日時／７月２６日（日）９：００～１２：００

■場所／役場東側駐車場

■注意点／電池は外し燃料は抜いてく

ださい（回収対象外の品目があります）。

※詳細は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、今月、不

動産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、県

税事務所窓口で納付をお願いします。

　平成２７年４月１日において公務扶助

料や遺族年金等の受給権者がいない場

合に、先順位のご遺族１人に特別弔慰

金を支給します。

■対象／戦没者死亡当時のご遺族で、

戦没者の子や兄弟・姉妹など三親等内

親族

■支給内容／額面２５万円、５年償還の

記名国債

■請求期限／平成３０年４月２日（月）

■備考／請求期限を過ぎると特別弔慰

金を受けることができなくなりますの

で、ご注意ください。

※詳細はお問い合わせください。

１日司書にチャレンジ

　図書館の仕事を体験してみませんか。

■日時／７月２８日（火）～３０日（木）の

うち１日、９：３０～１２：００

■対象／小学生

■定員／各日先着３人

■申込期間／７月１日（水）～７月２２日（水）

夏休みは情報館へ行こう！

－本を読んでスタンプを集めよう！－

　本を読んでスタンプを集めると景品を

プレゼントします。

■期間／７月１８日（土）～８月３０日（日）

■対象／中学生以下

■採用人数／一般事務職５人程度

■受験資格／昭和５５年４月２日以降生

まれで高校卒業（卒業見込みまたは同

等以上の学力を有する）以上の人

■受験手続／総務課で配布する受験申

込書に所定の事項を記入し、写真（４

cm×３cm）２枚・最終学校の卒業（見

込み）証明書・成績証明書を持参また

は郵送〒３２１－３３９２栃木県芳賀郡芳

賀町大字祖母井１０２０芳賀町役場総務

企画部総務課庶務人事係

※郵送により請求する場合は、１２０円切

手を貼った宛先明記の返信用封筒を同

封してください（申込書は町ホームペー

ジからダウンロード可）。

■受付期間／７月６日（月）～８月３日（月）

※土・日・祝日を除く

■１次試験／９月２０日（日）筆記試験・

適性検査（県立真岡高等学校）

■採用人数／一般事務職１人程度

■受験資格／芳賀町・市貝町・益子町

に住所を有し、昭和６１年４月２日以降

に生まれた人で、高等学校卒業以上の人

（平成２８年３月末日までに卒業見込み

の人を含む）

■受付期間／７月６日（月）～８月７日（金）

■１次試験／９月２０日（日）筆記・適性

検査（県立真岡高等学校）

※詳細はお問い合わせください。

■採用人数／消防職６人程度

■受験資格／大学卒…平成２年４月２日

以降に生まれ大学を卒業した人または

平成２８年３月卒業見込みの人、短大卒・

高校卒…平成４年４月２日以降に生まれ

短大・専門学校等を卒業した人または

平成２８年３月卒業見込みの人

■受付期間／７月１日（水）～８月７日（金）

■１次試験／９月２０日（日）筆記試験・

一般性格診断・体力試験（県立真岡高

等学校）

※詳細はお問い合わせください。

お知らせ

芳賀地区広域行政事務組合
消防職員採用試験
芳賀地区広域行政事務組合消防本部
総務課  　　　  【☎ 0285(82)3213】

後期高齢者医療限度額適用・
標準負担額減額認定証について
住民課国保年金係【☎ 028(677)6038】

芳賀中部上水道企業団職員採用試験
芳賀中部上水道企業団総務係
　　　　　　    【☎ 028(677)1661】

芳賀町プレミアム商品券販売
町商工会 　　  【☎ 028(677)0144】

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】

町職員採用試験
総務課庶務人事係【☎028(677)1111】

総合情報館夏休み企画
総合情報館       【☎ 028(677)2525】

戦没者等のご遺族の皆様へ
特別弔慰金のご案内
高齢者支援課介護保険係
　　　　　　    【☎ 028(677)6015】

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】

国民年金保険料の免除申請
住民課国保年金係  【☎028(677)6038】

後期高齢者医療被保険者証が
更新されます
住民課国保年金係【☎ 028(677)6038】

15 2015.7 広報はが

■日時／７月２６日（日）９：３０～１１：３０

■定員／親子２０組　

■締切／７月２４日（金）

■日時／８月１日（土）１３：００～１６：００

■場所／生涯学習センターふれあい室

■費用／５００円（材料費）

■定員／先着５０人（小学生低学年以下

は保護者同伴）

わらべうたベビーマッサージ 

■日時／２日（木）・９日（木）１０：３０～１１：００

みなみ子育てサロン（西高橋構造改善センター） 

■日時／３日（金）・１０日（金）・１７日（金）・

２４日（金）・３１日（金）１０：００～１５：００

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／８日（水）１０：３０～１１：４５

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

■日時／１５日（水）１０：３０～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／２１日（火）１０：３０～１１：００

ぱんだクラブ（１歳児と保護者） 

■日時／２２日（水）１０：３０～１１：４５

おでかけサロン「上三川蓼沼親水公園」 

■日時／２４日（金）１０：３０～１１：３０

プレーパークオープンイベント 

■日時／２５日（土）～２８日（火）

【貸切イベント】親子フラワーアレンジ教室 

■日時／１日（水） １０：３０～１１：３０

【貸切イベント】手芸教室（託児付き） 

■日時／９日（木）１０：００～１２：００

教室…モテナス芳賀会議室、託児…子

育てひろば ぴよぴよ

プール開き 

■日時／１３日（月）１０：３０～

【貸切イベント】お誕生会 

■日時／２７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

　当センターでは新規会員を募集してい

ます。今まで培った知識や経験を生かし

てみませんか？説明会は随時開催してい

ますので、当センターまでご連絡ください。

■対象／町内在住で、健康で働く意欲

のある６０歳以上の人

■日時／８月２日（日）９：００～１２：００

■内容／心肺蘇生法、止血法、自動体

外式除細動器（ＡＥＤ）など

■場所／芳賀分署会議室

■定員／先着２０人

■受講料／無料

■締切／７月２７日（月）

　家庭から排出される生ごみをたい肥化し、

家庭菜園などに活用したい人を募集します。

■定員／１０人程度

■費用／無料

■日時／７月２３日（木）・２４日（金）９：

００～・１３：３０、２５日（土）９：００～

■募集期間／７月１日（水）～１７日（金）

　絵本や紙芝居などの読み聞かせです。

■日時／７月１８日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

　芳賀地区在住または在勤の人が対象で

す。参加費等詳細はお問い合わせください。

クラフトバンド手芸体験教室（リボン付きかご）

■日時／７月２２日（水）１３：３０～１５：３０

■定員／１０人　

■締切／７月１５日（水）

家族で考えるかんきょう学習（体験・工作）

芳賀地区エコステーションの体験学習
芳賀地区エコステーション
　　　　　　    【☎ 0285(81)1244】

生ごみたい肥化事業参加者募集
環境対策課環境対策係【☎028(677)6041】

普通救命講習会参加者募集
真岡消防署芳賀分署救急係
　　　　　　    【☎ 028(677)0212】

町シルバー人材センター新規
会員募集
町シルバー人材センター
　　　　　　    【☎ 028(677)0246】

募　集

講座・教室 小林　寅太 （88） 与　能   5 /3

平野　　喬 （90） 東水沼   5 /6

水沼喜代子 （81） 祖母井   5 /16

岡田　博子 （92） 東水沼   5 /24

関口カツイ（94） 芳志戸   5 /30

河野十三男 （77） 祖母井   5 /5

大関　安弘 （78） 芳志戸   5 /19

阿久津一郎 （92） 八ツ木   5 /28

５月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）
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東高橋

菊地　和也・稲川　美理 

西水沼

安藤　貴大・森田　彩香 

八ツ木

佐藤　　峻・神谷香寿美 

下高根沢

子育てガイド

行政相談・人権相談

７月２１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】

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。

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】

町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

7月26日（日）
クリーン芳賀環境美化の日

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

ボランティア友の会夏休み特別講座
フラワーソープを作って香りを楽しみましょう

生涯学習センター【☎028(677)0306】

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】

田野倉萌
も

華
か

  （ 　　　） 祖母井晃　輝
穂奈美

荷見　幸雄 （64） 西高橋   5 /9

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