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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
ぱんだクラブ（1歳児と保護者）･きりんク
ラブ（2歳児と保護者）合同
「わらべうたであそぼう」
日時／2日（金）10:30～11:45
おでかけサロン｢消防署へ行こう｣
日時／9日（金）10:20～11:30
うさぎクラブ（親子運動あそび）
日時／14日（水）10:30～11:45
みなみサロン（水橋分館）
日時／16日（金）10:00～15:00
こあらクラブ（0歳児と保護者）
日時／20日（火）10:30～11:00
年末年始休み
29日（木）～1月4日（水）
　

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】クリスマス会
日時／6日（火）10:30～12:00
会場／町民会館2階リハーサル室
【貸切イベント】お誕生日会
日時／19日（月）10:00～12:00
育児応援講座
日時／22日（木）11:00～
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
29日（木）～1月3日（火）

櫻井　佑輔・佐々木　栞 （稲毛田）
山口　友也・柏﨑　有希 （西水沼）

行政相談・人権相談
問企画課情報広報係

☎028（677）6099
　住民課住民戸籍係

☎028（677）6014
日時／12月20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

特設人権相談
問住民課住民戸籍係

☎028（677）6014
日時／12月6日（火）13：30～16：00
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

廣川　 統  己 （貴　史知　美 ） 円円円円 （八ツ木）
とう ぎ

黒﨑　 萌  衣 （英　紀恵　実 ） 円円円円 （芳志戸）
め い

河又　　 嵐 （　靖　久　美 ） 円円円円 （祖母井）
らん

人見　 柚  希 （達　也史　子 ） 円円円円 （東水沼）
ゆず き

上岡　 瑠  菜 （　登　由希菜 ） 円円円円 （下延生）
る な

棚橋　 大  輝 （一　生枝里子 ） 円円円円 （稲毛田）
たい き

水沼　 結  菜 （広　幸慶　子 ） 円円円円 （祖母井）
ゆ な

た ょん うじ

平成28年10月1日～31日届出（掲載は承諾者のみ）

おくやみ 豊田　英子（83）下延生 億億億 9/30
黒﨑　和子（86）芳志戸 億億億 9/30
黒﨑　和子（72）芳志戸 億億億 10/4
大根田イネ（92）与能 億億億億 10/5
関本　一三（96）上延生 億億億 10/6
森　　　實（89）祖母井 億億億 10/7
小池てるよ（68）祖母井 億億 10/12
小池　トキ（87）東水沼 億億 10/14
佐藤　シゲ（99）東水沼 億億 10/15
上野　勝已（82）祖母井 億億 10/16
堀江　光泰（69）西高橋 億億 10/17
阿久津ヨシ（98）下高根沢 億 10/24
土井　茂夫（69）東水沼 億億 10/27
稲川　キ尹（92）東水沼 億億 10/30
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 円 健康福祉掲示板 円 

ウェルネス運動教室7期生募集
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042
対象／20歳以上の町内在住者
コース・定員・開始日／①月曜日
13：30～15：00・9人・平成29年1月
16日（月）②金曜日10：00～11：30・7
人・平成29年1月13日（金）
※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。
内容／エアロバイク、筋力トレーニング
場所／モテナス芳賀
費用／システム料1カ月1,500円
申込／健康係に電話
締切／12月28日（水）

特定疾患者福祉手当の申請
問健康福祉課福祉係

☎028（677）1112
　昨年度申請した人でも、本年度
申請がないと支給になりません。
毎年度1回の支給です。
対象／①10月1日時点で町内に住
所がある②県発行の特定疾患医療
受給者証（小児慢性特定疾患医療
受診券を含む）の交付を受けてい
る人、またはその保護者
支給額／20,000円
申込／健康福祉課に申請書を提出
持ち物／印鑑、特定疾患医療受給
者証または小児慢性特定疾患医療
受診券、申請者の金融機関通帳
締切／平成29年2月28日（火）

夜間エイズ検査
問県東健康福祉センター健康対策
課感染症予防 ☎0285（82）3323
　12月1日は「世界エイズデー」
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
機会に検査を受けてみませんか。
日時／12月6日（火）17：00～19：00
（予約不要）
場所／県東健康福祉センター 2階
（真岡市荒町2-15-10）
費用／無料
※同時に梅毒の検査も可能です。
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。

芳賀日赤市民公開講座
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042
◆講演1「糖尿病についての正しい知識」
講師／岡田耕治先生（国際医療福
祉大学特任教授）
◆講演2「芳賀地域におけるがん診療連携」
講師／安田是和先生（芳賀赤十字
病院院長）
日時／平成29年1月19日（木）
14：00～16：00（受付13：15～）
場所／農業者トレーニングセンター
 2階研修室
参加費／無料（参加者には粗品進呈）
申込／健康係に電話
締切／平成29年1月12日（木）

はがタウン
インフォメーション

備　考期　日その他の相談
予約制12月15日（木）栄養相談

予約制12月 2日（金）こころの相談 12月21日（水）

備　考期　日乳幼児健診･相談
平成28年7月生12月 7日（水）4カ月児健診
平成26年4月・5月生12月14日（水）2歳6カ月児歯科検診
平成25年10月・11月生12月 2日（金）3歳児健診

12月の乳幼児健診・相談
問健康福祉課健康係
☎028（677）6042

会場／保健センター
受付時間／13：00～13：20

おもいやり駐車スペース

受付時間／8：00～11：00

総合検診日程　 問健康福祉課健康係　☎028 （677） 6042

検診項目会　場実施日
各種がん検診、骨粗しょう症検診
※女性限定保健センター1月28日（土）

申込／健康係に電話

11月1日～3月31日は
「ノロウイルス食中毒
予防推進期間」です

●石けんによる手洗いを徹底し
ましょう
●調理設備や器具を適切に洗浄・
消毒しましょう
●食品の加熱は85～90℃ で90
秒以上行いましょう

●使い捨て手袋やマスクを正し
く着用しましょう

問栃木県保健福祉課　☎028（623）3103
　「おもいやり駐車スペース」は、障害者や難
病患者、妊産婦など、外出時に配慮が必要な
人が利用するための駐車区画です。
　おもいやり駐車スペースを必要とする人
のために、適正な利用にご理解とご協力をお
願いします。また、利用する人は、利用証を
外から見えやすい場所に掲示してください。


