が野芳賀支店南交差点②９月２５日（金）
工業団地管理センター北交差点③９月
２８日（月）旧ＪＡ水橋支所北バイパス
交差点いずれも７：３０〜

お知らせ
１０月１日（木）〜東野交通のバス
路線が一部廃止になります
企画課みらい創生係【☎ 028(677)6012】
東野交通株式会社で１日１便運行され
ていた宇都宮東武〜延生〜益子駅前の
バス路線が、町内での利用者がほとん
ど無いため、９月３０日（水）をもって廃
止されることとなりました。
廃止に伴い、この便は宇都宮東武〜東
高橋〜益子駅前の便に振り替えられます。
お問い合わせは、東野交通株式会社
【☎ 028(662)1080】までお願いします。

ごみを出すときはルールを
守りましょう
環境対策課環境対策係
【☎ 028(677)6041】
ごみを出すときは、回収日の当日８：
３０までに時間に余裕を持って出し、種類
ごとに分けて置いてください。
びんの共用コンテナには、びん以外
のものを入れないでください。また、個
人で持ち帰らないでください。

犬猫避妊等手術費補助金
環境対策課環境対策係
【☎ 028(677)6041】
■補助の要件／飼い主が町内に住所を
有し町税を滞納していないこと・販売目
的で飼養している犬、猫でないこと・犬
の場合は町に登録し狂犬病予防接種を
受けていること・芳賀郡内の動物病院
等で手術を受けること
■補助金額（１匹につき）／オスの去勢：
３，
０００円、メスの避妊：犬５，
０００円、猫
４，
０００円※犬猫とも２匹以上の補助金
申請をすることが可能です。
※詳細はお問い合わせください。

太陽光発電システム設置費補助金
環境対策課環境対策係
【☎ 028(677)6041】
■対象／町内に住所を有する人または１
年以内に町内に住所を有する予定であり
町税を滞納していない人・町内事業所
■補助事業の対象／住宅、事務所、事
業所、店舗等の屋根などへの設置に適
していて使用分を超える余剰分の電力
を電力会社に売電することができ、新
品で最大出力が１０ｋW未満の太陽光発
電システム
■補助金額／１ｋWあたり４万円（上限
１５万円）
■申請／システム設置前に環境対策課
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に補助金交付申請をしてください。※シ
ステム設置後の申請は認めていません。
※詳細はお問い合わせください。

国民健康保険証は１０月更新です
住民課国保年金係【☎ 028(677)6038】
現在お使いの国民健康保険被保険者
証（保険証）は、
９月３０日で有効期限が
切れます。
新しい保険証の色は「うぐいす色」です。
９月下旬に、世帯全員分を世帯主あてに
緑色の封筒で郵送しますので、受け取っ
たら記載内容に間違いがないか確認して
ください（保険証は８月末現在の情報に
基づき作成されます）。９月中に届かな
い場合はお問い合わせください。期限切
れの保険証は、住民課や町内医療機関
などの回収箱に投かんしてください。
なお、国民健康保険税の滞納がある
世帯には、通常の保険証よりも有効期限
が短い保険証を住民課窓口で交付しま
す。郵送はしませんのでご注意ください。

秋の交通安全県民総ぐるみ運動
総務課地域安全対策係
【☎ 028(677)6029】
■日時・場所／①９月２４日（木）
ＪＡは

地区座談会を開催します

国民年金保険料「１０年の後納
制度」は９月３０日まで
国民年金保険料専用ダイヤル
【☎ 0570(011)050】
過去１０年間に納め忘れた国民年金保
険料を納付することで、将来の年金額
を増やすことができる後納制度は、９月
３０日をもって終了します。
後納制度を利用するには申し込みが
必要です。詳細はお問い合わせください。

カラス駆除のお知らせ
農政課農村整備係【☎ 028(677)6045】
町内全域で、農作物被害防止のため
に、銃器によるカラスの駆除を行います。
危険ですので駆除現場には近寄らない
ようお願いします。
■期日／９月２７日（日）
※町内の農地で、鳥獣による農作物へ
の被害があるときは、ご相談ください。

イベント
芳賀地区書道連盟会員展
総合情報館

【☎ 028(677)2525】

■日時／９月３日（木）〜６日（日）
９：３０〜
１７：００ ※６日は〜１５：００
■場所／総合情報館展示室

企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】

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〜

自治会名
東 高 橋
上 延 生
東 水 沼
祖 母 井

開催日
９月 ５ 日（土）
９月１０日（木）
９月１７日（木）
９月１８日（金）

９月議会定例会日程予定
期

２日（水）

日

会 場
東高橋公民館
上延生公民館
東水沼公民館
農業者トレーニングセンター

議会事務局【☎ 028(677)6023】

内
容
開会、提案理由の説明、決算審査報告、同意案件の採決、発
議案件の趣旨説明・質疑・討論・採決
一般質問
報告案件の質疑、決算認定を除く案件の質疑・討論・採決
常任委員会付託、常任委員会

４日（金）
７日（月）
８日（火）
９日（水）
〜１１日
（金）
・
常任委員会
１
４日（月）
１６日（水）
常任委員長決算認定審査結果報告・委員長に対する質疑・討論・採決、閉会
≪一般質問≫
①大根田周平議員
○第６次振興計画について
○遊水地の整備について
③小林隆志議員
○住民にとってのＬＲＴについて
○子どもの貧困対策について
○安心安全な町づくりの推進について

②水沼孝夫議員
○子どもの貧困問題に対する町の取組
みについて
○ＬＲＴ事業の採算性と活用について
○「道の駅はが」の業績と今後の運営
について

■観覧料／無料

新米祭り・梨祭り＆ロマンの湯
開業２０周年感謝祭
道の駅はが

【☎ 028(677)6000】

道の駅では新米のプレゼントや試食、
梨の皮むき大会、ショーなど、ロマンの
湯ではお得な割引券配布など、イベント
盛りだくさんです。ぜひご来場ください。
■期日／９月１９日（土）〜２３日（水）

募

集

第２回はが路ふれあいマラソン
運営ボランティア募集
武道館

【☎ 028(677)5155】

力を合わせて、心温まる思い出深い
大会にしましょう。
■活動日時／１２月２０日（日）大会当日
９：
３０頃〜１６：
００頃
■活動内容／①ランナーへの給水・給食
（エイドステーション業務）
②コース（沿道）の走路員（交通規制補助）
③１ｋｍごとの距離表示（親子、ペアなど）
■応募資格／高校生以上
■締切／９月１９日（土）

町民ソフトテニス大会参加者募集
武道館

【☎ 028(677)5155】

■期日／９月２０日（日）
■場所／与能テニスコート
■参加資格／町内在住または在勤・通
学者
■種目／①一般Ａ（高校生含む）②一
般Ｂ（初級者）③中学生男子④中学生
女子⑤小学生
■参加費／一般の部１チーム２，
０００円
※小・中学生の部は無料
■申込／９月１１日（金）までに参加費を
添えて武道館へ

講座・教室
町図書館おはなし会
総合情報館

【☎ 028(677)2525】

絵本や紙芝居などの読み聞かせです。
■日時／９月１９日（土）
１１
：００〜
■場所／総合情報館おはなし室

ボランティア友の会講座
文学・歴史散歩の集い
生涯学習センター【☎ 028(677)0306】
日本の三古碑「多胡の碑」などを訪ねます。
■日時／９月１７日（木）町民会館８：００
集合、８：
１５出発
■場所／群馬県方面
■参加費／３，
０００円（昼食代含む）
■定員／先着２６人

つくしんぼ教室
河田裕子

【☎ 090(5400)1189】

食物アレルギーの人のための料理教
室です。

■日時／９月１７日（木）
１０：００〜１３：００
■場所／生涯学習センター
■講師／河田裕子
■参加費／１回１，
０００円
（こども５００円）
■締切／９月１０日（木）

７月１日〜３１日届出（掲載は承諾者のみ）

程島

知成・黒﨑

子育てガイド

史恵
与

能

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】
みなみ子育てサロン（西高橋構造改善センター）
■日時／４日
（金）
・１１日
（金）
・１８日
（金）
・
２５日（金）１０：００〜１５：００
わらべうたベビーマッサージ
■日時／３日
（木）
・
１０日
（木）
１０
：
３０〜１１
：００
こあらクラブ（０歳児と保護者）
１０：３０〜１１：００
■日時／１５日（火）
ぱんだクラブ・きりんクラブ合同「とん
ぼさんとあそぼう」
■日時／１６日（水）１０：３０〜１１：４５
おでかけサロン「益子南公園」
■日時／２５日（金）１０：２０〜１１：３０
プレーパークしもかた「めざせ大工さん
お気に入りのマイチェアを作ろう」
■日時／２６日（土）１０：００〜
プレーパークしもたか「ぼうじぼ」
■日時／２７日（日）
１０：００〜１５：００
うさぎクラブ（親子運動あそび）
■日時／３０日（水）１０：３０〜１１：４５

子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）
【☎ 028(677)0110】
子ども用品リサイクル販売＆おもちゃ市
タグ配布
〜 １０：００〜１６：００
■日時／２日（水）
【貸切イベント】ぴよぴよ講座「親子リトミック」
■日時／７日（月）１０：３０〜１１：３０
【貸切イベント】お誕生会
■日時／１７日（木）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）
■日時／予約制１０：００〜１６：００

10 月３日（土）
・４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】
行政相談・人権相談
９月１５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】

る い

黒﨑

司
琉煌（ 貴
由美恵 ）下高根沢

間中

登和（ 貞舞行

と わ

）下延生

み ゆう

菅原

実侑（ 愛崇実 ）祖母井

髙木

結菜（ 俊
智

ゆ な

行
実

）西水沼

幸
紀

）東水沼

り く あ

三
樹

）八ツ木

ゆ の

範
幸

）東水沼

ろあ

柿岡

杏（ 芳
優

吉成 璃空晃（ 宏
麻
小池

唯乃（ 利
美

沼能

フク（102）西水沼 7 / 3

岡田

登（82）与

能 7 /9

沼能

久重（88）下高根沢 7 / 10

大島

義明（93）西水沼 7 / 10

沼能カネ子（88）東水沼 7 / 11
橋本

保光（79）祖母井 7 / 20

小林

仲子（88）東高橋 7 / 28

小林

増子（83）上延生 7 / 30

岡田

章（80）西水沼 7 / 31

全国一斉
「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間
電話相談【☎ 0570(003)110】
９月７日（月）〜13日（日）
８：30〜19：00
（土・日は10：00〜17：00）
宇都宮地方法務局・
栃木県人権擁護委員連合会

クリーン芳賀環境美化の日
9 月 27 日（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
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】
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