
物回収に出してください。

町の資源物回収倉庫をご利用ください

■場所／生涯学習センター、同センター

水橋分館

■曜日・時間／火・木・土曜日９：００～

１６：００

■品目／紙類（新聞、ダンボール、雑誌）、

缶（アルミ、スチール）、ペットボトル

　芳賀中学生が次のとおり資源物を回

収します。資源物を１０ｋｇ以上お持ちい

ただいた人には粗品の贈呈があります

ので、ぜひご参加ください。

■日時／１１月８日(日)９：００～１４：００

■場所／芳賀東小学校体育館駐車場

■回収品目／紙類、アルミ缶、スチー

ル缶、鉄くず (自転車、鉄なべ等 )

■注意点／紙類は種類ごとにひもで十

字に縛り、アルミ缶、スチール缶は中を

すすいで出してください。

■日時／１１月８日（日）１０：００～１５：００

■場所／県司法書士会館

■相談料／無料

■相談方法／面談※要予約

■日時／１１月２１日（土）９：４５～１５：００

※雨天決行

■場所／農業者トレーニングセンター

■内容／式典、講演、アトラクション、

福祉機器展示、相談コーナー、福祉バ

ザー、作品展示、障害者スポーツ体験、

模擬店など

　与能出身のプロボクサー赤穂亮選手

を応援しましょう。町後援会では後楽園

ホールで行われる試合の観戦ツアーを企

画しましたので、ぜひ参加ください。

■日時／１２月５日（土）１３：００役場出発

■試合会場／後楽園ホール

■参加費／８，０００円（チケット代、年会

費）

■申込／１１月２０日（金）までに町後援

会事務局に電話

　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。

■縦覧する都市計画の案／宇都宮都市

計画区域マスタープラン

■縦覧期間／１１月１３日（金）～２７日（金）

※土日・祝日を除く

■縦覧場所／県都市計画課、真岡土木

事務所企画調査課、町都市計画課

※都市計画の案について意見のある人

は、住所、氏名、生年月日、職業、電

話番号、意見の趣旨と理由を書いた意

見書を、縦覧期間内に直接または郵送

で県都市計画課、真岡土木事務所企画

調査課、町都市計画課に提出すること

ができます。提出された意見書の要旨

は、県都市計画審議会に提出されます。

■日時／１１月６日（金）９：００～１５：００

■場所／真岡市総合福祉保健センター、

茂木町民センター

■相談内容／離婚・扶養・相続・家事

に関する一切の相談、交通事故、金銭

の貸借、土地や建物の問題など

■相談員／民事調停委員、家事調停委員

■相談料／無料

■備考／予約不要

　家庭でごみの野外焼却をして、煙や臭

いで周辺の人に迷惑をかけていませんか。

　廃棄物の焼却は、廃棄物の処理およ

び清掃に関する法律により、一部の例

外を除いて禁止されています。住みよい

生活環境づくりのため、家庭から出る

ごみは分別して、ごみの収集日に出しま

しょう。資源物は、地域や団体の資源

　町内７７カ所に設置してある防災行政

無線から、一斉に試験放送が流れます。

■日時／１１月２５日（水）１１：００頃

■試験放送内容／次のように放送され

ます。

①チャイム音

②「こちらは、ぼうさいはがです。」を１回

③「これはテストです。」を３回繰り返し

④チャイム音

　東漆原橋配水添架管更新工事に伴

い、仕切弁の操作を行います。工事と

仕切弁操作に関し、ご迷惑をおかけし

ますがご協力をお願いします。また、濁

水等が発生した場合はご連絡ください。

■工事名／東漆原橋配水添架管更新工事

■工事場所／東高橋地内（五行川）

■工期／平成２８年１月１５日まで

　１１月２９日（日）に総合運動公園を会

場として開催します。それに伴い、会場

周辺とコース沿線の通行が制限されま

す。ご不便をおかけしますが、皆さんの

ご協力をお願いします。また、コース沿

道からランナーへ皆さんの温かいご声

援をよろしくお願いします。

お知らせ

イベント

募　集

水道工事のお知らせ
芳賀中部上水道企業団工務係
　　　　　　    【☎ 028(677)1953】

プロボクサー赤穂亮選手
応援ツアー参加者募集
町後援会事務局（農政課山本）
　　　　　　    【☎ 028(677)6046】

「赤羽有紀子ロードマラソン・
ウオーキング大会」交通規制
のお願い
武道館　　　　  【☎ 028(677)5155】

廃棄物（ごみ等）の野外焼却禁止
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6041】

町民祭芳賀中学校資源物回収事業
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6041】

税理士・司法書士による相続・
贈与相談会
県司法書士会　【☎ 028(614)1122】

防災行政無線を使用した全国
一斉情報伝達訓練のお知らせ
総務課地域安全対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6029】

　町消防団２０１人の勇姿をぜひご覧く

ださい。今年の通常点検は役場駐車場

で行います。

●期日／１１月１４日（土）

◆通常点検（人員並びに服装点検、各

表彰）８：３０～役場駐車場

◆分列行進１１：００～モテナス芳賀南

◆放水点検１１：３０～役場西側

総務課地域安全対策係　
                    【☎ 028(677)6029】

芳賀町消防団通常点検

モテナス芳賀

県道宇都宮茂木線芳賀バイパス
西 東

ふれあいふくしまつり
町社会福協議会  【☎ 028(677)4711】

農振除外の申出受付
農政課農業振興係 【☎ 028(677)1110】

調停相談会
真岡調停協会　  【☎ 0285(82)2076】

都市計画を変更するにあたり
都市計画の案を縦覧します
県都市計画課計画担当
　　　　　　     【☎ 028(623)2465】
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全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

ナビダイヤル【☎0570(070)810】
相談は無料で、秘密厳守します。
宇都宮法務局・栃木県人権擁護委員連合会

１１月１６日（月）～２２日（日）
８：３０～１９：００
（土日１０：００～１７：００）

■定員／先着１０人

■費用／２，０００円（昼食代は別）

■申込期間／１１月１１日（水）～２８日（土）

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）

■日時／４日（水）１０：３０～１１：４５

わらべうたベビーマッサージ

■日時／５日（木）・１２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／６日（金）・１３日（金）・２７日（金）

１０：００～１５：００

きりんクラブ（２歳以上児と保護者）

■日時／１１日（水）・１８日（水）１０：３０～

１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者）

■日時／１７日（火）１０：３０～１１：００

おでかけサロン「益子焼工房見学と絵

付け体験」 

■日時／２０日（金）１０：２０～１１：３０

プレーパークしもたか「たき火をしよう」

「東屋の建前」

■日時／２２日（日）１０：００～１５：００

うさぎクラブ（親子運動あそび）

■日時／２５日（水）１０：３０～１１：４５

子ども用品リサイクル販売＆おもちゃ市

【会員以外も購入可】

■日時／１日（日）１０：００～１３：００

【貸切イベント】お誕生会

■日時／２０日（金）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

　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？

■対象／町内在住、健康で働く意欲の

ある６０歳以上の人

　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／１１月１４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

■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

　生花でクリスマスアレンジメントを

作ってみませんか。

■日時／１２月１９日（土）８：３０～１６：３０

生涯学習センター集合・出発

■場所／とちぎ花センター

■対象／町内在住または在勤で、当教

室生以外の人

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

講座・教室

９月１日～３０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

１１月１７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】

１１月１日（日）～３０日（月）

いつもより　５キロは
減速　安全運転
スピードダウン運動強化月間

総務課地域安全対策係
　　　　　【☎028(677)6029】

関口　一夫 （67）  芳志戸  9 / 4

小竹　　武 （87）  西高橋  9 / 7

君島　　貢 （92）  東水沼  9/21

吉永　周平 （74）  祖母井  9/21

山本　昭男 （73）  稲毛田  9/22

鈴木　文雄 （69）  上稲毛田  9/25

津島　一誠 （87）  西水沼  9/29

吉永　チヨ （92）  稲毛田  9/25

岩村　一英 （98）  稲毛田  9/25

吉永　タケ （86）  稲毛田  9/30

栗  　　清（90）  八ツ木  9 / 20

梅本　耶
やよい

嘉  （ 　　　） 八ツ木　博
裕　美

塙　　凉
り

空
く

  （ 　　　） 祖母井和　幸
　瞳

白井　陽
ひな

人
と

  （ 　　　） 八ツ木雄　人
美　生

森島　彩
あ

結
む

  （ 　　　） 八ツ木規　仁
純　子

平野　航
こう

太
た

  （ 　　　） 下延生昭　二
紗　代

澤村　拓
たく

杜
と

  （ 　　　） 下高根沢隆　行
香　織

小池　橙
と

羽
わ

  （ 　　　） 西水沼智　信
彩　香

山城　雄太・齋藤　香織 

西高橋

神戸　洸治・髙雄彩也乃 

芳志戸

齋藤　昌宏・曲山　美穂 

祖母井

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。（先着５件まで）

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】

ガーデニング体験
生涯学習センター南高根沢分館
　　　　　　    【☎ 028(677)0152】

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】

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】

１１月９日（月）～１５日（日）
真岡消防署芳賀分署
　　　　　【☎028(677)0212】

無防備な　心に火災が
かくれんぼ
秋季全国火災予防運動
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