
　風景や静物など油彩・水彩で描いた

作品を、子どもの作品を含めて約５０点

を展示します。

■日時／１２月９日（水）～２７日（日）９：３０

～１７：００　

※９日は１２：３０～、２７日は～１５：００

■場所／総合情報館展示室

■募集作品／随筆、詩、短歌、俳句、川柳

■投稿料／１部門１，０００円、２部門以上

２，０００円

■発行予定／平成２８年３月

■締切／１２月１２日（土）

　老人クラブがより「身近に」・「親しみ

やすく」感じられるように「愛称」を募集

します。多くの応募をお待ちしています。

■募集期間／１２月１日（火）～平成２８

年１月２９日（金）

■応募方法／①愛称②愛称の由来③住

所④氏名⑤電話番号を明記の上、郵送

（〒321-3307芳賀町祖母井南1-6-1芳賀

町社会福祉協議会）またはＦＡＸ（028-

677-4732）※応募に必要な郵送料等は応

募者負担※平日は電話での受付可※一

人何点でも応募可

■審査・発表／町老人クラブ連合会会

長会議にて１点を選出※選考結果は本

人に直接連絡するほか、福祉だよりや

ホームページなどで公表

　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。今回はクリ

スマスをテーマにしたお話です。ぜひお

子様と一緒にご参加ください。

■日時／１２月１９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

ぱんだクラブ・きりんクラブ合同「わら

べうたであそぼう」 

機）、エアコン、マッサージチェア、布（木）

製電化製品は対象外

※品目等詳細はお問い合わせください。

　環境にやさしい農業の取り組みとし

て、農薬を使用しない病害虫防除の事

業費補助（事業費の１／４以内）を行っ

ています。

■対象品目／コンフューザーＮ、ラノー

テープ、スパイカル

■申請／ＪＡ部会でない人は対象品目の

購入伝票のコピーを農政課へ提出

■提出期限／１２月２５日（金）

　たい肥化などの有効利用を目的とし

て、公園の落葉を欲しい人に無料配布

します。

■配布場所／上の原緑地公園のケヤキ

林・雑木林

■配布期間／１２月１日（火）～平成２８

年１月３１日（日）※無くなり次第終了

■配布方法／ご都合のよいときに自由に

お持ち帰りください。

■申込／環境対策課へ連絡（電話可）

※住所・氏名・利用目的をお伝えください。

　農業集落排水事業区域内において、

排水管の老朽化や近年の地震の影響に

よる不具合箇所を確認するため送煙調

査を行います。調査中は煙が漏れる場

合がありますが、火災と誤解しないよう

ご注意ください。

■対象地区／東水沼地内（和泉ニュータ

ウン）

■日時／１２月１４日（月）～２２日（火）９：

００～１７：００

■調査方法／マンホールから安全な発

煙筒の煙を排水管内に送り込み、漏煙

箇所を確認

※詳細は町ホームページをご覧いただく

か、お問い合わせください。

　人権週間（１２月４日～１０日）に合わせ

て、特設人権相談を行います。秘密は

固く守られますので、お気軽にご相談く

ださい。

■日時／１２月８日（火）１３：３０～１６：００

■場所／農業者トレーニングセンター

■対応者／町人権擁護委員

　どなたでも参加できます。お気軽に

お越しください。

■日時／１２月１０日（木）１３：３０～１５：００

■場所／役場大会議室

■内容／①見守りネットワーク事業（み

まネット）活動報告

②真岡警察署交通課長による講話「認

知症の方の事件・事故～認知症ドライ

バーへの対応～」

■締切／１２月７日（月）

　１２月１日から始まる「歳末たすけあい

運動」では、皆さんからお寄せいただ

いた募金の一部を基に、町社会福祉協

議会や民生委員さんを通じて、低所得

世帯などへ「歳末たすけあい見舞金」と

して商品券をお届けします。該当される

人はご申請ください。

■受付窓口／地区担当民生児童委員ま

たは町社会福祉協議会（農業者トレーニ

ングセンター１階）

■申請期限／１２月１１日（金）

　小型家電の部品に含まれる貴重な資

源をリサイクルするため、使用済み小型

家電の無料回収を行います。

■日時／１２月６日（日）９：００～１２：００

■場所／役場議員駐車場

※テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機（乾燥

お知らせ

年末・年始の業務案内について
は、６ページをご覧ください。

イベント

募　集

講座・教室

子育てガイド

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】

芳賀町老人クラブ連合会の
愛称募集
町老人クラブ連合会（町社会福祉
協議会内）  　　【☎ 028(677)4711】

「歳末たすけあい見舞金」の
申請受付
社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

見守りネットワーク事業（みま
ネット）報告会・研修会
高齢者支援課地域包括支援センター係
　　　　　　    【☎ 028(677)6080】

「文芸芳賀」第２６号作品募集
町民会館  　　　【☎028(677)0009】

芳賀絵画教室作品展 
丸山　　　　　  【☎ 028(677)1551】

公園の落葉を無料配布します
環境対策課施設管理係
　　　　　　    【☎ 028(677)6017】

病害虫防除事業の補助申請の受付
農政課農業振興係 【☎028(677)1110】

小型家電無料回収
環境対策課環境対策係
　　　　　　     【☎ 028(677)6041】

人権週間における特設人権相談
住民課住民戸籍係【☎ 028(677)6014】

農業集落排水事業排水管の
送煙調査を行います
都市計画課下水道係
　　　　　　     【☎ 028(677)6021】
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■日時／２日（水）１０：３０～１１：４５

みなみ子育てサロン（西高橋改善センター）

■日時／４日・１１日・１８日・２５日（金）

１０：００～１５：００

うさぎクラブ（親子運動あそび）

■日時／９日（水）１０：３０～１１：４５

おでかけサロン「作新大学で人形劇を

みよう」

■日時／１０日（木）１０：３０～１１：３０

こあらクラブ（０歳児と保護者）

■日時／１５日（火）１０：３０～１１：００

プレーパークしもたか「ベーゴマ・メン

コ大会」 

■日時／２０日（日）１０：００～１５：００

年末年始休み／１２月２８日（月）～１月

４日（月）

【貸切イベント】クリスマス会

■日時／１１日（金）１０：３０～１２：００

町民会館２Ｆリハーサル室

【貸切イベント】お誕生会

■日時／１４日（月）１０：００～１２：００

【貸切イベント】フラワーアレンジ教室 

■日時／１６日（水）１０：３０～１２：００

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

年末年始休み／１２月２９日（火）～１月

４日（月）　

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

１０月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

行政相談・人権相談

１２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】

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。

毎週月・火・木・金曜日９：００～１７：１５

健康福祉課

健康福祉課福祉係【☎028(677)1112】

１２月１１日（金）１９：４５～

防犯診断・巡回指導を
実施します

総務課地域安全対策係
　　　　　【☎028(677)6029】

岩渕 ソノ子 （87）  下延生 10/3

大根田ヨテ （80）  与　能 10/19

大久保 トク （94）  祖母井 10/20

吉永　幸子 （82）  祖母井 10/21

旧部　トク （98）  与　能 10/27

大山　竟子 （80）  西水沼 10/28

黒﨑　まさ （101）  祖母井 10/28

安藤　輝治 （86）  八ツ木 10/29

笹沼　キミ （94）  下高根沢 10/29

阿久津ヨネ （87）  西水沼 10/30

髙松　正雄 （88）  東高橋 10/30

手塚　和子 （87）  西水沼 10/2

宮田　朝司 （94）  八ツ木 10/17

池田　悠
ゆう

真
ま

  （ 　　　） 稲毛田明　人
美智子

小林千
ち

鳳
ほ

利
り

  （ 　　　） 東高橋祐　介
沙　織

塩澤　裕
ひろ

翔
と

  （ 　　　） 下高根沢裕　一
絵　里

髙林　紳
おびと

翔 （ 　　　） 下高根沢辰　一
京　子

黒﨑　大
ひろ

夢
む

  （ 　　　） 東高橋裕　之
充　恵

浅沼　　茂・大島　美保　 

西水沼

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）

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】

議会事務局【☎ 028(677)6023】

≪一般質問≫
１日（火）
北條　勲議員
○防犯カメラ等について
○町が設置した看板の管理について
３日（木）
石川　保議員
○かしの森公園とその周辺の整備につ
いて
○芳賀町高齢者総合保健福祉計画につ
いて
岩村治雄議員
○トップリーダーとしての政治姿勢に
ついて
○温泉センターの入館料の改正について
○展示室の復旧について

小林一男議員
○農業振興について
○防災について
水沼孝夫議員
○芳賀町の防災対策と地域間連携につ
いて
○総合戦略および人口ビジョンにおけ
る定住人口増加の取り組みと土地利
用の見直しについて

期　　日 内　　　　容

１２月１日（火）開会、提案理由の説明、同意案件採決、一般質問（１人）

１２月２日（水）休会

１２月３日（木）一般質問（４人）

１２月４日（金）
全議案の質疑・討論・採決、各常任委員会の事務調査報告、
継続審査報告、閉会

12月議会定例会の日程

１ スピードは控えめに！
２ 夕暮れ時は早めに点灯、
　夜間の運転は特に注意を！
３ 飲酒運転は絶対しない！
総務課地域安全対策係【☎028(677)6029】

年末の交通安全県民総ぐるみ運動
マナーアップ！
あなたが主役です

大根田絹子 （91）  西高橋 10/23
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