
　土砂災害対策に利用する地図を作成す

るため、現地調査を行います。次の業者

が皆さんの土地に立ち入ることもありま

すので、ご理解とご協力をお願いします。

■調査期間／１０月～平成２８年３月

■調査区域／町内全域

■業務受注者／東洋測量設計株式会社

■日時／１１月１日（日）１０：００～１５：００

■場所／ショッピングモールベルモール

■相談員／土地家屋調査士・司法書士・

行政書士

■相談内容／土地家屋調査士・司法書

士・行政書士の業務に関する相談

■日程／下原新町…１０月７日（水）１９：

００～工業団地管理センター、上延生…

１０月９日（金）１９：００～上延生公民館、

下高根沢…１０月２３日（金）１９：００～工

業団地管理センター　　　　　

　お気に入りのぬいぐるみを情報館に

お泊りさせてみませんか？

　ぬいぐるみのお迎え時、司書による

絵本の読み聞かせがあります。

■集合日時／１０月３０日（金）１６：００

■お迎え日時／１０月３１日（土）１５：００

■場所／総合情報館

■対象／小学生以下

■募集数／１０体（１人１体のみ）

■参加費／無料

■持参物／ぬいぐるみ、ぬいぐるみ用

かけ布団（タオルなど）

■締切／１０月２３日（金）

■日時／１０月６日（火）１３：３０～

■場所／真岡市民会館大ホール

■内容／東国原英夫氏講演「どげんか

せんといかん！この街を！」

■日時／１０月２９日（木）～１１月１日（日）

９：３０～１７：００※１日は～１５：００　

■場所／総合情報館展示室

　一定面積以上の大規模な土地取引を

したときは、国土利用計画法により届出

が義務付けられています。

■届出の必要な取引／売買、交換、共

有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、

権利金などの一時金を伴う地上権、賃

借権の設定・譲渡など

■届出の必要な面積／市街地区域…２，

０００㎡以上、市街化調整区域…５，０００㎡

以上（個々の面積は小さくても、取引す

る土地の合計が上記の面積以上になる

場合は届出が必要）

■届出義務者／土地の権利取得者（土

地売買の場合は買主）

■届出期限／契約締結後２週間以内（契

約日を含む）

■届出先／企画課

　犬の登録（生涯１回）と狂犬病予防

注射（年１回）は法律で義務付けられて

います。次のとおり実施しますので、ま

だ注射をしていない場合はご都合のよ

い場所で接種してください。

■日時・場所／１０月１７日（土）９：００～

９：４５生涯学習センター水橋分館駐車

場、１０：００～１０：４５認定ひばりこども園

駐車場、１１：００～１２：００役場東駐車場

■持参物／事前通知はがき、注射代３，

５００円※新規登録の場合は別途３，

０００円

■その他／犬が死亡したり、行方不明

になった場合はご連絡ください。

　神戸製鋼所は、真岡市の工業団地内

に、都市ガスを燃料とした火力発電所

を建設する計画を検討しています。役場

にて、この計画の環境影響評価準備書

を縦覧します。

■縦覧期間／１０月２８日（水）まで、８：

３０～１７：００（土日を除く）

■縦覧場所／町環境対策課

　農業振興地域の農用地区域内の農地

を、住宅や駐車場などとして使用する場

合や、農業用施設を建てて使用する場

合は、事前に手続きが必要です。なお、

要件を満たさないものは認められないこ

とがあります。

■受付期間／１１月２日（月）～３０日（月）

※次回は５月

■提出書類／農用地利用計画変更申出

書、その他必要書類

※詳細はお問い合わせください。

　過去５年以内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が、１０

月１日から３年間限りの特例として開始

されました。なお、老齢基礎年金を受

給している人などは、後納制度の利用

はできません。

　後納制度を利用するには、申し込み

が必要です。詳しくはお問い合わせくだ

さい。

　平成２８年１月１０日（日）開催の成人

式や同窓会に参加希望する人は、参加

届を提出してください。対象者には生涯

学習課から案内があります。

■対象／平成７年４月２日～平成８年４

月１日に生まれた人で、町内在住者また

は出身者

■提出先／町民会館、生涯学習セン

ター、生涯学習センター水橋分館

■締切／１０月３１日（土）

■日時／１０月１５日（木）・１６日（金）１３：

００～１９：００、１７日（土）１１：００～１７：００

■場所／福田屋百貨店宇都宮店

■対応者／県労働委員会の委員（弁護

士等）

■相談内容／労使関係のトラブル

■費用／無料

■備考／予約者優先（当日参加も可）、

相談時間１時間以内（目安）

お知らせ

イベント

神鋼真岡発電所建設計画
環境影響評価準備書の縦覧
株式会社神戸製鋼所東日本電力
プロジェクト部　 【☎ 03(5739)5829】

狂犬病予防集合注射
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎028(677)6041】

大規模な土地取引には届出が
必要です
企画課みらい創生係
　　　　　　    【☎ 028(677)6012】

県労働委員会による労働相談会
県労働委員会事務局
　　　　　　    【☎ 028(623)3337】

成人式参加届受付
町民会館　　　  【☎028(677)0009】

国民年金保険料
「５年の後納制度」開始
国民年金保険料専用ダイヤル
　　　　　　    【☎0570(011)050】

農振除外の申出受付
農政課農業振興係 【☎ 028(677)1110】

土砂災害対策のための
現地調査にご協力ください
真岡土木事務所企画調査課
　　　　　　    【☎ 0285(83)8304】

芳書会書展
総合情報館　　  【☎ 028(677)2525】

ぬいぐるみおとまり会
総合情報館　　 【☎ 028(677)2525】

三士会法の日無料相談会
県行政書士会事務局
　　　　　　    【☎ 028(635)1411】

地区座談会にご参加ください
企画課情報広報係 【☎ 028(677)6099】

真岡地区暴力団追放決起大会
総務課地域安全対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6029】

15 2015.10 広報はが

■日時／１１月１４日（土）１４：００～１６：００

■場所／総合情報館多目的室

■講師／大嶽浩良先生（元町史編さん委員）

■定員／４０人

みなみ子育てサロン（西高橋構造改善センター）

■日時／９日（金）・１６日（金）・２３日（金）・

３０日（金）１０：００～１５：００

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）　　　

■日時／７日（水）１０：３０～１１：４５

きりんクラブ（２歳以上児と保護者）

■日時／１４日（水）・２１日（水）１０：３０～１１：４５

おでかけサロン「真岡鉄道に乗ろう」 

■日時／１９日（月）９：２０～１３：３０

こあらクラブ（０歳児と保護者）

■日時／２０日（火）１０：３０～１１：００

プレーパークしもたか「光るどろだんご」

■日時／２５日（日）１０：００～１５：００

うさぎクラブ（親子運動あそび）

■日時／２８日（水）１０：３０～１１：４５

※臨時のお休み（職員研修のため）２日（金）

リサイクル委託品受付

■日時／１３日（火）～２６日（月）の月～金

【貸切イベント】ぴよぴよ講座「食改さ

んの料理教室（託児付き）」 

■日時／１５日（木）１０：００～１２：００ 

（教室は友遊はが体験室）

子ども用品リサイクル販売【会員以外も購入可】

■日時／２８日（水）～１１月１日（日）月

～木１０：００～１６：００、金・日は～１３：００

おもちゃ市委託品搬入

■日時／３０日（金）１４：００～１５：３０・

３１日（土）９：１５～９：４５

おもちゃ市【会員以外も購入可】 

■日時／３１日（土）～１１月１日（日）１０：

００～１６：００、１日は～１３：００

【貸切イベント】お誕生会

■日時／１９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

　音響効果の良いホ－ルとコンサートピ

アノを無料開放して、皆さんに音楽を楽

しんでもらう発表会です。日ごろの練習

の成果を発表してください。

■日時／平成２８年２月６日（土）１３：００～

■場所／町民会館

■発表内容／ピアノ、吹奏楽、コ－ラス、独唱

ほか（発表時間は個人７分以内・１団体１５分以内）

■対象／町内在住・在勤・在学者と団体

■募集人員／個人…先着２０人程度、団

体…先着５組程度

■申込期間／１０月１５日（木）～１１月１４日（土）

　平成２８年度に進学予定の人を対象に、

月額貸与奨学生、入学一時金奨学生およ

び東京学生寮入寮者を募集します。

■募集期間／１０月１日（木）～１１月１３日（金）

■願書配布場所／県内各中学校、高等

学校、市町教育委員会、など※本会ホー

ムページ（http://www.tochiiku.sakura.

ne.jp/）からも願書等ダウンロード可

■募集人員／若干名

■応募資格／介護福祉士または介護職

員初任者研修修了者（旧ヘルパー２級）

※要普通免許

■業務内容／訪問介護（生活援助、身体介護）

■勤務日時／月～土曜日７：００～１９：００

の間で１～２時間の勤務可※応相談

■時給／１，３００～１，６００円※業務内容による

■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／１０月１３日（火）※持参は平日の

み対応

※詳細はお問い合わせください。

　ボランティアの皆さんによる絵本や紙

芝居などの読み聞かせです。楽しくおも

しろいお話をたくさん聞くことができま

す。ぜひお子様と一緒にご参加ください。

■日時／１０月１７日（土）１１：００～

（３０分程度）

■場所／総合情報館おはなし室

■対象／乳幼児～小学生とその保護者

■参加費／無料

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

募　集

講座・教室

８月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

子育てガイド

行政相談・人権相談

１０月２０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】

町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

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】

証明書自動交付機が
使用できません

10月３日（土）・
 ４日（日）終日、
17日（土）午前中

住民課住民戸籍係【☎028(677)6014】

神保　俊男 （92） 与　能   8/2

石　シン  （93） 上稲毛田   8/3

大根田　弘 （85） 西高橋   8/4

塚本　　武 （80） 下高根沢   8/8

菖蒲　シゲ （97） 下延生   8/21

黒﨑　幸惠 （74） 下高根沢   8/25

髙久トキ子 （59） 下高根沢   8/29

綱川　ソノ （93） 稲毛田   8/3

岡　セン （95） 稲毛田   8/4

水沼　盛十 （80） 東高橋   8/7

菅谷　　昇 （82） 下高根沢   8/19

向田　義明 （67） 八ツ木   8/24

田谷　アサ （92） 上延生   8/25

七井　トメ （99） 与　能   8/30

佐藤　　快
かい

  （ 　　　） 芳志戸智　之
恵　美

藤田あかり  （ 　　　） 東高橋和　久
　香

棚橋　月
らいと

煌  （ 　　　） 稲毛田一　生
枝里子

矢口　侑希・佐々木杏奈 

下高根沢

齋藤　貴彦・藤原　裕子 

祖母井

町民参加音楽発表会参加者募集
町民会館           【☎028(677)0009】

登録ヘルパー募集
町社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

県育英会奨学生・入寮者募集
県育英会事務局  【☎ 028(623)3459】

総合情報館講座“戦後７０年を考える”
第３回「戦時下の芳賀町と宇都宮空襲」

総合情報館　　【☎ 028(677)2525】
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