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 子育てガイド 
子育て支援センター  
あっとほーむ 
問あっとほーむ （生涯学習センター内）

☎028 （677） 8400
みなみ子育てサロン （水橋分館）
日時／3日（金）・10日（金）・17日（金）
10：00～15：00
ぱんだクラブ （1歳児と保護者）
日時／8日（水）10：30～11：45
きりんクラブ（2歳以上児と保護者）
日時／15日（水）10：30～11：45
うさぎクラブ（親子運動あそび）
日時／22日（水）10：30～11：45
こあらクラブ（0歳児と保護者）
日時／21日（火）10：30～11：00
おでかけサロン「益子南運動公園」
日時／24日（金）10：20～11：30
　

子育てひろばぴよぴよ 
問ぴよぴよ（モテナス芳賀内）

☎028 （677） 0110
【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／2日（木）10：30～12：00
会場／道の駅はが体験室
託児／子育てひろばぴよぴよ
父の日のプレゼント作り
日時／6日（月）～12日（日）月～金
10：00～16：00、土・日10：00～15：00
育児応援講座
日時／15日（水）11：00～11：15
【貸切イベント】お誕生会
日時／20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）
日時／予約制10：00～16：00

森　　 湊  翔 （知　徳麻　美 ） 円円円円 （祖母井）
みな と

倉井　 琉  加 （拓　也絵　美 ） 円円円円 （祖母井）
る か

七井　 暖  斗 （逸　匠麻　里 ） 円円円円 （与　能）
はる と

石戸　 陽  咲 （　力　有　紀 ） 円円円円 （西水沼）
ひ さき

小池　 結  菜 （哲　男智恵子 ） 円円円円 （祖母井）
ゆ な

岡田 純 
じゅん

 一  郎 （純　行保　子 ） 円円円円 （東水沼）
いち ろう

尾嶋　 夕  梨 （俊　克あゆみ ） 円円円 （下高根沢）
ゆ り

平成28年4月1日～30日届出（掲載は承諾者のみ）

福田　周一・小川　美里 （祖母井）
森島　大介・關　奈津子 （八ツ木）
塩田　　諒・猪瀬　歩美 （八ツ木）

行政相談・人権相談
問企画課情報広報係

☎028（677）6099
日時／6月21日（火）
13：30～16：00
場所／農業者トレーニングセ
ンター
　
心配ごと相談
問社会福祉協議会

☎028（677）4711
日時／毎週火曜日
13：30～16：00
（前日17：00までに電話予約）
場所／農業者トレーニングセ
ンター

生活困窮者自立相談
問健康福祉課福祉係
 ☎028（677）1112
　生活保護を受けていない人
で、経済的に困っていて、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。
日時／毎週月・火・木・金曜日
9：00～17：15
場所／町健康福祉課

けっこん

た ょん うじ

おくやみ 落合ミチヱ　（89）　芳志戸 億億 4/ 2
森島　民司　（64）　東水沼 億億 4/ 4
阿部　房子　（60）　東水沼 億億 4/ 7
塩田　キイ　（90）　西水沼 億億 4/ 7
小池フク子　（90）　東水沼 億億 4/ 8
生井タマイ　（82）　給部 億億億 4/11
大根田ヒロ　（81）　西高橋 億億 4/15
松本　一郎　（57）　稲毛田 億億 4/15
大根田由亥　（92）　西高橋 億億 4/16
直井　アサ　（86）　祖母井 億億 4/18
小筆　　武　（80）　下高根沢 億 4/20
阿久津ヨシ子　（84）　西高橋 億億 4/24
直井イツミ　（87）　下高根沢 億 4/27
田中　　久　（96）　西水沼 億億 4/29
大島　知子　（65）　西水沼 億億 4/30
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 円 健康福祉掲示板 円 
ウェルネス運動教室　
6期生追加募集
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042
　週1回（90分）エアロバイクに
よる有酸素運動と筋力トレーニン
グを行う教室です。あなたの体力、
体型、普段の生活様式からオーダ
ーメイドの個別プログラムを作り、
専門スタッフが丁寧に指導します。
対象／20歳以上の町民
コース・定員・開始日／①水曜日
19：30～21：00・7人・6月8日（水）
②木曜日13：30～15：00・15人・6
月9日（木）③土曜日10：00～11：
30・15人・6月11日（土）
※募集定員を超えた場合、必要性
の高い人を優先にご案内します。
場所／モテナス芳賀
費用／システム料として1カ月あ
たり1,500円
申込／健康係に電話
締切／6月6日（月）

高齢者向け臨時福祉給
付金の受付
問健康福祉課福祉係 円円円円円円 

☎028（677）1112
　平成27年度の住民税が非課税
の人（課税者の扶養でない人に限
る）で、平成28年度中に65歳以上
になる人（昭和27年4月1日以前
生まれの人）を対象に「年金生活

者等支援臨時福祉給付金」を給付 
します。給付金の対象になる可能
性がある人に、4月中旬ごろ申請
書を送付しました。申請書が届い
た人は、給付要件をご確認の上、
申請してください。
※申請書提出後に審査を行うため、
提出いただいても、給付金の対象
にならない場合があります。 
申請期間／7月15日 （金） まで
※給付金制度の詳細は、町ホーム
ページ等をご覧ください。

町敬老祝金
問高齢者支援課介護保険係

☎028（677）6015
　ご長寿の祝福と町民の敬老思想
の高揚を目的に、80歳、90歳、100
歳の節目年齢の人および100歳以上
の最高齢の人に敬老祝金を支給し
ています。該当する人には、節目年
齢の誕生日翌月に支給通知を送付
しますので、同封の申請用紙を高齢
者支援課窓口へ提出してください。

がんセンター検診費　
一部助成
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042
対象／40歳以上74歳以下（基準
日：平成29年3月31日）
※前立腺は50歳以上
実施期間／平成29年3月31日まで
助成額／検診費用の約半額
※オプション項目は全額自己負担

検診項目／肺（胸部CT）、胃（バリ
ウム飲用X線）、大腸（便潜血）、肝・
胆・膵（腹部超音波）、前立腺（血液
PSA検査）、乳（マンモグラフィ・
視触診）、子宮頸部（細胞診・内診）
申込／地方独立行政法人栃木県立
がんセンター☎028（658）5151
（月～金9：00～16：00）に電話

芳賀赤十字病院の子宮
がん検診費一部助成
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042
　受診を希望する人は健康係へお
申し込みください。
対象／20歳以上
場所／芳賀赤十字病院
自己負担額／子宮頸部700円、子
宮頸部＋体部1,100円

エイズ検査が無料で　
受けられます
問県東健康福祉センター健康対策課
感染症予防 円 ☎0285（82）3323
　6月1日～7日は「HIV（エイズ）
検査普及週間」です。当センター
では、夜間HIV（エイズ）検査を
実施します。この機会にあなたと
あなたの大切な人のために検査を
受けてみませんか。（予約不要）
日時／6月7日（火）17：00～19：00
場所／県東健康福祉センター2階
（真岡市荒町2-15-10）
※梅毒も検査可能。毎週火曜日
9：00～10：00（予約不要）にも
検査を実施しています。

はがタウン
インフォメーション

全国一斉
「子どもの人権110番」

強化週間
6月27日（月）～7月3日（日）
電話相談　 0120（007）110
8：30～19：00（土日10：00～17：00）
宇都宮地方法務局・栃木県人権擁
護委員会連合会

6月の乳幼児健診・相談
問健康福祉課健康係
☎028 （677） 6042

備　考期　日乳幼児健診・相談
平成28年 1月生6月 1日（水）4カ月児健診
平成25年10月・11月生6月15日（水）2歳6カ月児歯科検診
平成25年 4月・ 5月生6月 3日（金）3歳児健診

備　考期　日その他の相談
予約制6月 9日（木）栄養相談

予約制6月 3日（金）こころの相談 6月29日（水）

場所／保健センター
受付時間／13：00～13：20


