
受け方②総合相談、キャリアカウンセリ

ング…就職活動へのアドバイス、適職診

断ほか

■場所／県庁河内庁舎４０１会議室

■予約方法／８月１９日（水）までに当事

務所へ電話

　資源の有効利用とごみ減量化・リサイ

クル意識向上のため、当館に集められ

た物からまだ使用できる物を選び、修

繕後再生品として販売します。

■再生品の展示場所／芳賀地区エコス

テーション１階

■申込期間／８月１７日（月）～３０日（日）

■申込方法／当館にご来館の上、申込

用紙に記入※申込条件有り

■抽選方法／９月２日（水）１０：００公開

抽選

■引渡期間／９月７日（月）～１８日（金）

※詳細はお問い合わせください。

　お手元に個人事業税（第１期分）の納

税通知書が届いた人は、８月３１日(月 )

までに、最寄りの金融機関または県税

事務所の窓口で納めてください。

　また、便利な口座振替で納税するこ

とができます。振替希望の金融機関（郵

便局を除く）または県税事務所にお申

し出ください。９月中にお申し込みいた

だければ、１１月３０日（月）納期限の個

人事業税（第２期分）から口座振替で納

税できます。

　スズメバチが活発に活動する時期に

なりました。駆除する場合は危険です

ので、専門の駆除業者に頼みましょう。

詳細は町ホームページ内の「スズメバチ

駆除」をご覧ください。

　米の安全性を確認するため、国の方

針に基づき放射性物質の検査を実施し

ます。検査は８月下旬を予定しており、

結果は９月上旬に判明します。

　検査が終わるまで、米の出荷・販売

はできません。JAや業者への販売だけ

でなく、直売所での販売や知人などへ

の直売もできません。無料で親戚やご

近所に配ることも控えてください。

　絵本や紙芝居などの読み聞かせです。

■日時／８月２２日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

■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／８月３日（月）まで

※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）

　対象者にはプレゼントを差し上げま

す。ぜひこの機会に、便利な口座振替

をご利用ください。

■期間／８月３１日（月）まで

■プレゼント品／もえるごみ収集袋（容

量４５リットル１０枚）

■プレゼント対象者／対象税目の中で１

つ以上新規または追加申し込みのある

人先着１００人※既に口座振替を利用し

ている人が、口座振替を１度解約し、再

度申し込みされた場合は対象外

■対象税目／町県民税（事業所を除く）、

固定資産税、軽自動車税、国民健康保険

税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

■口座振替加入受付場所／税務課窓口

※金融機関窓口での申し込みは対象外

■手続きに必要なもの／通帳、通帳の

届出印

■振替できる金融機関／足利銀行、栃

木銀行、真岡信用組合、はが野農業協

同組合、ゆうちょ銀行

■日時／８月２０日（木）１０：３０～１６：００

■内容／①就職応援セミナー…就職活

動の心構え、履歴書の書き方、面接の

　地域の課題解決や町政運営に役立てるため、大字自治会ごとに、町長をはじめ町執行部が出

向いて、地域の皆さんと意見交換します。ぜひご参加ください。

■日程／各日１９：００～

お知らせ

地区座談会を開催します 企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】

平成２７年産米の放射性物質
の検査を実施します
農政課農業振興係 【☎ 028(677)6053】

スズメバチに注意！
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6041】

８月３１日は個人事業税の
納期限です
真岡県税事務所個人事業税担当
　　　　　　    【☎0285(82)2136】

自衛官募集 自衛隊栃木地方協力本部真岡募集案内所【☎ 0285(83)7818】

芳賀地区エコステーション
再生品提供会
芳賀地区エコステーション
　　　　　　    【☎ 0285(81)1244】

とちぎジョブモール巡回相談会
県宇都宮労政事務所
　　　　　　    【☎ 028(626)3053】

町税などのお支払いは便利な
口座振替で！
口座振替加入促進キャンペーン
税務課納税係    【☎ 028(677)6035】

町職員採用試験
総務課庶務人事係【☎028(677)1111】

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

募集種目 資　格 受付期間 試験期日（１次）

航空学生
高卒（見込み含む）
２１歳未満 ８月１日（土）～

９月８日（火）

９月２３日（水）

一般曹候補生

１８歳以上
２７歳未満

９月１８日（金）・  
　　１９日（土）

自衛官候補生男子 通年
新規学卒者
９月１６日   （水）以降

自衛官候補生女子
８月１日（土）～
９月８日（火）

９月２５日（金）～
     ２９日（火）

自治会名 開 催 日 会　場

上 給 ８月 ４ 日（火） 上稲毛田公民館

下 延 生 ８月 ５ 日（水） 下延生集落センター

与 能 ８月 ６ 日（木） 与能集落センター

西 水 沼 ８月２４日（月） 西水沼農業構造改善センター

稲 毛 田 ８月２８日（金） 稲毛田公民館

八 ツ 木 ８月２９日（土） 八ツ木公民館

東 高 橋 ９月 ５ 日（土） 東高橋公民館

上 延 生 ９月１０日（木） 上延生公民館

祖 母 井 ９月１８日（金） 農業者トレーニングセンター
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日本年金機構専用電話窓口
（通話料無料）【☎ 0120-818211】
受付時間／８：３０～２１：００（祝日は除く）

年金情報流出を口実にした
犯罪にご注意ください
　日本年金機構を名乗って口座番号を
聞き出そうとする者や、「流出した個人
情報を削除してあげる」と持ちかけて
くる者が現れています。
●日本年金機構から、年金情報流出の件
で、お客様に電話やメールで連絡する
ことは一切ありません。流出が確認さ
れた方への新しい基礎年金番号は、郵
送でお知らせします。

●日本年金機構が、年金情報流出の件で、
お客様にお金やキャッシュカードを要
求することや、ATMの操作をお願いす
ることは一切ありません。

みなみ子育てサロン（西高橋構造改善センター） 

■日時／２１日（金）・２８日（金）１０：００～１５：００

プレーパーク「水鉄砲を作ろう 水かけ合戦」 

■日時／２３日（日）１０：００～１５：００

臨時のお休み（職員研修のため）／７日（金）午前

お盆休み／１３日（木）～１５日（土）

【貸切イベント】お誕生会　

■日時／２４日（月）１０：００～１２：００

Ｔｅａサロン　

■日時／毎週月・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

お盆休み／１３日（木）～１６日（日）

■日時／８月２０日（木）１回目１０：００～・

２回目１４：００～（上映時間約５０分）

■場所／総合情報館多目的室

■定員／各回先着４０人程度

■料金／無料

■申込／不要（当日直接多目的室へお越

しください）

　「もし私が知事になったらこんなこと

をしてみたい」をテーマに作文を募集し

ます。知事になってふるさと“とちぎ”

のためにやりたいことを書いて送ってく

ださい。

■対象／県内在住または通学の小学４

～６年生

■応募方法／４００字詰め原稿用紙１枚

にまとめ（余白に題名）、裏面に学校名・

学年・氏名（ふりがな）・性別を記入の上

郵送〒３２１－８５０１宇都宮市塙田１－１

－２０栃木県広報課

■締切／９月４日（金）当日消印有効

■募集人員／若干名

■応募資格／介護福祉士またはヘルパー

２級以上、要普通免許、６０歳未満、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〒３２１－３３０７芳賀町祖

母井南１－６－１芳賀町社会福祉協議会

■締切／８月１０日（月）※持参は平日

のみ対応

※面接日は後日お知らせします。詳細は

お問い合わせください。

情報館こども映画会
『おじゃる丸 満月ロード危機一髪』
総合情報館  　　【☎028(677)2525】

登録ヘルパー募集
町社会福祉協議会  【☎ 028(677)4711】

「ジュニア知事さん」作文募集
県広報課　　   【☎ 028(623)2158】

イベント

募　集

上野　征一 （73） 西高橋   5 /31

小林　ケイ （92） 東高橋   6 /1

佐藤　洋子 （60） 西水沼   6 /4

平石　弘次 （89） 上延生   6 /4

岡田友四郎 （82） 西水沼   6 /5

沢　健二 （92） 下高根沢   6 /12

佐藤　カツ （87） 上稲毛田   6 /14

鈴木　義男 （89） 西高橋   6 /16

丸田　初江 （88） 祖母井南   6 /19

鈴木ヨシノ （96） 上稲毛田   6 /19

木　士朗 （71） 上稲毛田   6 /19

大根田マキ （84） 与　能   6 /25

渡邉　元長 （84） 西高橋   6 /29

６月１日～３０日届出（掲載は承諾者のみ）

櫻井　一
つかさ

冴  （ 　　　） 八ツ木皇　士
真　美

阿久津優
ゆう

夏
な

  （ 　　　） 下高根沢祐　紀
理　奈

黒崎　瑞
みず

葵
き

  （ 　　　） 東水沼　誠
彩　子

七井　智
とも

衣
え

  （ 　　　） 与　能哲　史
　希

中山　拓斗・下谷　真稀 

西高橋

箕輪　雅昭・小林　容子 

上延生

子育てガイド

行政相談・人権相談

８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】

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

◆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）※８月３日（月）～予約受付、

１２月１日（火）※１１月２日（月）～予約受付、

平成２８年３月１日（火）※２月１日（月）～

予約受付

農業者トレーニングセンター

社会福祉協議会　【☎028(677)4711】

環境対策課環境対策係　　　　
　　             【☎ 028(677)6041】

スプレー缶の穴開け
事故に注意！

　スプレー缶の穴開けに起因すると思わ
れる火災による死亡事故が起きています。
≪スプレー缶を排出する際の注意事項≫
①中身を使い切る
　スプレー缶を捨てる場合は、中身を使
い切りましょう。ガス抜きキャップを使
用する際は、屋外の風通しのよい場所で
行いましょう。
②穴を開ける
　屋外の風通しのよい場所で、穴を開け
ましょう。市販されている専用穴開け器
を使うと便利です。

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】

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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