
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素とは？

◆上水道が布設されている場合は、上水道を飲用してください。
◆やむを得ず井戸水を飲用する場合は、水質検査を実施して、安全を確認してください。

ご注意ください！！

井戸水の飲用について
環境対策課環境対策係【☎ 028(677)6041】

　今年７月に、県と町が、東水沼地区の２２箇所の井戸について、硝酸態

窒素および亜硝酸態窒素の水質検査を行ったところ、一部の井戸水から水

道水質基準を超える硝酸態窒素および亜硝酸態窒素が検出されました。

◎県東健康福祉センターは、検査は有料、専用の容器が必要です。

　水質検査には、専用の容器が必要です。検査は有料で、検査機関により検査料金が異なります。依

頼方法等については、直接お問い合わせください。

○対象／・町税を完納し、町内に住所を有している人　・井戸を有している人 

○補助率／検査に係る費用の２分の１以内 ( 上限７，０００円 ) ※千円以下は切捨て  

○申請方法／井戸水の検査を検査機関に委託して行い、町環境対策課に補助金申請をしてください。

〈参考〉栃木県に本社等のある水質検査機関

つきましては、

●土壌、水、植物中に広く存在する物質です。

●煮沸や滅菌器で除去することはできない物質

　です。

●水道水質基準値…１０ミリグラム／リットル

　基準を超えた地下水を飲用すると、血液中

のヘモグロビンを変質させ、酸素欠乏症（メ

トヘモグロビン血症）を引き起こすことがあ

るといわれています。特に１歳以下の乳児へ

の影響が大きいことが知られています。

検　査　機　関 住　　所 電話番号

一般社団法人栃木県薬剤師会 宇都宮市緑５－１－５ ０２８（６８５）９８７９

平成理研株式会社 宇都宮市石井町２８５６－３ ０２８（６６０）１７００

株式会社江東微生物研究所 宇都宮市平出工業団地４４－３８ ０２８（６６２）９２５７

株式会社那須環境技術センター 那須塩原市青木２２－１５２ ０２８７（６３）０２３３

一般財団法人栃木県環境技術協会 宇都宮市下岡本２１４５－１３ ０２８（６７３）９０８０

株式会社総研 宇都宮市小幡２－４－５ ０２８（６２２）９９１２

検査機関に検査を直接依頼する場合

井戸水水質検査の補助金制度
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⇒水質検査をご希望される場合は、町環境対策課【☎028(677)6041】または
　県東健康福祉センター生活衛生課【☎0285(83)7220】にご相談ください。

部　門 募 集 規 定 申込先・締切 開催期日 場　所

音楽発表会 小・中学校　児童・生徒、合唱・斉唱・楽器演奏 11月6日（金）9:00～12:00 町民会館 （ホール）

音楽芸能・
伝統芸能大会

民謡、舞踊、吟詠詩舞、フォークダンス、伝統芸能など
（１種目４分以内 、 60 種目予定）

町民会館
10月3日（土） 11月8日（日）9:30～15:00 町民会館 （ホール）

生　花　展 １人１点（自作のもの）縦1.5メートル、横1メートル以内のもの
生込み：11月6日（金）13:00 ～ 19:00

総合情報館
10月30日（金）

11月7日（土）～8日（日）
9:00～17:00※8日は～15:00 町民会館 （多目的室）

写　真　展

◆一般・学生・生徒の部 ： 白黒・カラー
※ 4ツ切以上・全紙、5点以内、未発表作品（各コンテスト
入選以上は不可）でパネル、額入（ガラス額不可）に限る。

※ 組写真は4ツ切 3枚 1組、半切または全紙の枠に収まる
もので、展示順を明記のこと。

※人物が写っている場合、その人の承諾を得たもの。
※作品裏面および箱に作品票（住所・氏名・題名と撮影場所、
一般か学生・生徒（学校名・学年）を明記し、貼付のこと。

※作品票および出展目録は、町民会館に用意してあります。

町民会館
10月20日（火）まで
に作品と出展目録
を持参のこと。

11月6日（金）～8日（日）
9:00～17:00※8日は～15:00
《審査会》
　11月5日（木）10:00～
　※入賞は１人１賞とする。
《飾付け》
　11月5日（木）13:00～
《片付け・引取り》
　11月8日（日）15:00～

町民会館（多目的室）

菊　花　展 １人　３点以内 町民会館
10月30日（金）

11月6日（金）～8日（日）
8:30～17:00※8日は～15:00 町民会館（ロビー）

盆　栽　展 １人　５点以内 11月6日（金）～8日（日）
8:30～17:00※8日は～15:00 道の駅はが

書
画
工
芸
展

日本画
◆高校生以上
　1人 2点以内、額仕立、枠張、掛軸（大きさ30号まで）
※裏面に画題・住所・氏名を明記（持ち込んだ箱にも住所・
氏名を明記）

日本画・洋画

町民会館

工芸品

生涯学習
センター

書　道

総合情報館

10月17日（土）まで
に上記の場所に申
込を行うこと。
※作品は搬入当日
に持参する。

11月6日（金）～8日（日） 

9:00～17:00※8日は～15:00 

《搬入・飾付け》
　11月 5日（木） 13:30～ 

《片付け》
　11月 8日（日） 15:00～ 

農業者トレーニング
センター

（体育ホール）

洋　　画
油彩、パステル、
水彩、素描、
版画、水墨画

◆高校生以上　
　1人 2点以内、作品ごとに額装し、裏面に画題・住所・
氏名を明記（大きさ30号まで）
（持ち込んだ箱にも住所・氏名を明記）

児童・
生徒作品 ◆小・中学校児童・生徒作品

幼児絵画 ◆町内保育園児・幼稚園児作品

工　　芸  １人 2 点以内

書　　道

◆高校生以上　
 1人 2点以内、大きさ全紙以内（但し2尺×8尺の作品は縦判
のみ認める） 額仕立、枠張、掛軸、仮巻も可
※書体自由、釈文・読み下し文を楷書で記入し添付
※住所・氏名を明記（持ち込んだ箱にも住所・氏名を明記）

11月6日（金）～8日（日）
9:30～17:00※8日は～15:00 
《搬入・飾付け》11月 5日（木） 
13:30～ 
《片付け》11月8日（日）15:00～

総合情報館（展示室）

囲碁・将棋大会 一般の部 、 学生の部
当日参加受付
【問い合わせ】
町民会館

11月1日（日）9:00～16:00 町民会館（多目的室）

文
　
芸
　
展

詩
◆詩題 ： 内容自由、1人 2 編以内
　（400字原稿用紙使用、1編 3 枚以内）
 未発表作品 （ただし、同人誌発表作品は可）

町民会館
10月21日（水）

展示／11月6日（金）～8日（日） 
開館時間／9:00～17:00
※8日は～15:00 
場所／農業者トレーニングセンター（体育ホール）

《作品の送り先》 

　「詩」・「俳句」　 
　〒321-3304 芳賀町大字祖母井548-1
　　　　　　　　　　　　　　  町民会館
　「短歌」 
　〒321-3307 芳賀町祖母井南1-1-1
　　　　　　　　　　　    総合情報館 
    「川柳」 
　〒321-3321 芳賀町大字下高根沢2552
　　　　　　　　　　    生涯学習センター

 《短歌大会》　11月 7日（土）　10：00～ 
 《俳句大会》　11月 7日（土）　10：00～ 
 《川柳大会》　11月 7日（土）　10：00～ 
＊会場はいずれも町民会館＊

短　歌

◆町民祭詠草 ： 1 人 2 首以内、未発表作品
　はがき使用 「町民祭詠草係」 と明記
◆短歌大会 ： 1 人 1 首、未発表作品
　はがき使用 「短歌大会係」 と朱記
※それぞれ住所・氏名を明記（雅号を用いるときは、本名も明記）

総合情報館
・詠草、短歌大会と
もに 10月3日（土）

俳　句
◆町民祭 四季雑詠（自由題） ： 1 人 5 句以内、未発表作品
　はがき使用 「町民祭俳句係」 と明記
※それぞれ住所・氏名を明記（雅号を用いるときは、本名も明記）
◆俳句大会 ： 席題あり（当日発表）

町民会館
・四季雑詠の部
10月3日（土）

川　柳

◆町民祭雑詠
　一　般 ： 1 人 5 句以内
　小学４年生以上： 1人 1 句（学校ごとに取りまとめ）
　未発表作品、はがき使用 「町民祭川柳係」と明記
◆川柳大会 ：宿題　「憧れ」　「お月さま」　「あやふや」
　 各 3句以内、未発表作品（当日持参）
※当日席題１題予定 （二人選）
※それぞれ住所・氏名を明記（雅号を用いるときは、本名も明記）

生涯学習センター

・雑詠の部
10月9日（金）
・川柳大会の部
 大会欠席の場合は、
10月31日（土）ま
でにはがきを送る。

第34回芳賀町民祭 文化部門第34回芳賀町民祭 文化部門第34回芳賀町民祭 文化部門 募集要項
《 参加資格 》町内在住 または 在勤在学の人
《 問い合わせ 》町民会館【☎028(677)0009】　　　　　　　　　　総合情報館【☎028(677)2525】
    　　　　　生涯学習センター【☎028(677)0306】　　　　　　生涯学習センター祖母井分館【☎028(677)0132】
　　　　　　生涯学習センター南高分館【☎028(677)0152】　　生涯学習センター水橋分館【☎028(678)0004】
《 開催場所 》＊町民会館　＊農業者トレーニングセンター　＊総合情報館　＊道の駅はが

初めての方も大歓迎です。皆さんのご参加をお待ちしています。
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