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 円円 講座・教室 円円 

わくわく自然教室
問水橋分館 ☎028（678）0004
◆自然体験「縄文のくらし体験！」
日時／7月28日（木）9:00～12:00
場所／生涯学習センター
内容／火おこし･縄文弓矢などの
体験、発掘のお話
対象／町内在住の小学生親子15組
※小学5年生以上は単独参加可
講師／亀田幸久先生（栃木県埋蔵
文化センター職員）
参加費／無料
締切／7月20日（水）
◆自然観察「昆虫の観察会」
日時／7月30日（土）9:30～11:30
対象／5歳以上の町内在住または
在勤者
※小学3年生以下は保護者同伴
講師／町自然に親しむ会
参加費／無料
締切／7月26日（火）

ボランティア活動入門講座
問ボランティアセンターはが
（町社会福祉協議会内）

☎028（677）4711
日時／7月22日（金）19:00～20:30 
場所／農業者トレーニングセンター 
講師／山田昇先生（佐野短期大学
教授）
対象／町内在住者
申込／ボランティアセンターはがに電話
締切／7月15日（金）

つくしんぼ教室
問河田裕子 ☎090（5400）1189
　食物アレルギーのある人のため
の料理教室です。
日時／7月28日（木）10:00～13:00
場所／生涯学習センター
講師／河田裕子
参加費／大人2,000円、子ども1,000円
締切／7月21日（木）

町写真クラブ写真講座
問町写真クラブ事務局（金子）

☎028（677）2028
日時／7月28日（木）18:30～20:30
※全5回、3月まで奇数月最終木
曜日
場所／町民会館
内容／写真の基礎（絞り）について
対象／写真を勉強したい人
講師／前田孝憲先生（二科会会員･
県芸術祭審査委員）
参加費／無料
申込／事前に町写真クラブ事務局
に電話

 円 健康福祉掲示板 円 
高齢者向け臨時福祉給
付金の受付
問健康福祉課福祉係

☎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。申請期限を過ぎ
た申請は受付できませんので、必

ず申請期限までにお手続きください。
※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。
申請期限／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。

子ども虐待をゼロに！
「居場所づくり」会議
問健康福祉課福祉係

☎028（677）1112
　子どもたちの「居場所づくり」の
具体策を一緒に考えてみませんか。
日時／8月2日（火）14:00～17:00
※全3回
場所／総合情報館多目的室
申込／7月29日（金）までに福祉係
に電話

芳賀地区急患センター休診日
問芳賀地区広域行政事務組合

☎0285（82）9151
　真岡の夏祭り花火大会実施に伴
い、芳賀地区急患センターが休診
となり、代わりに真岡病院が対応
します。
休診日／7月23日（土）、25日（月）
対応医療機関／真岡病院（真岡市
荒町3-45-16）☎0285（84）6311
診療時間／休診日の18:30～21:30
※可能な限り診療時間内にかかり
つけ医療機関を受診しましょう。

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7月14日（木）栄養相談

予約制7月 8日（金）こころの相談 7月20日（水）

7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2月生7月 6日（水）4カ月児健診
平成27年11月･12月生7月 6日（水）6カ月児相談
平成27年8月･9月生7月13日（水）10カ月児健診
平成26年12月･平成27年1月生7月 8日（金）1歳6カ月児健診

場所／保健センター
受付時間／13：00～13：20
（6カ月児相談は10：00～10：20）
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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
わらべうたベビーマッサージ
日時／7日（木）、14日（木）10:00～10:30
みなみサロン（水橋分館）
日時／8日（金）、15日（金）、29日（金）
10:00～15:00
うさぎクラブ（親子運動あそび）
日時／13日（水）10:30～11:45
こあらクラブ（0歳児と保護者）
日時／19日（火）10:30～11:00
ぱんだクラブ・きりんクラブ合同
「とんぼさんとあそぼう」
日時／1日（金）10:30～11:45
おでかけサロン｢上三川蓼沼親水公園｣
日時／22日（金）10:30～11:30
うきうき子育て講座
｢入園についての情報提供｣
日時／6日（水）11:15～11:45
　

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
七夕飾り・短冊つくり
日時／1日（金）～7日（木） 10:00～16:00
【貸切イベント】ぴよぴよ講座
｢手芸教室（託児付き）｣
日時／8日（金）10:30～12:00
会場／モテナス芳賀会議室
託児／子育てひろばぴよぴよ
プール開き
日時／11日（月）10:30～
【貸切イベント】お誕生会
日時／15日（金）10:00～12:00
育児応援講座
日時／21日（木）11:00～11:15
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

手塚　 英  樹 （貴　男淳　子 ） 円円円円 （東高橋）
ひで き

石沢　 春  翔 （知　彦有　紀 ） 円円円 （下高根沢）
しゅん と

植木　 美  琥 （啓　介由　華 ） 円円円円 （東水沼）
み く

大根田　 翔 （洋　次昌　子 ） 円円円円 （西高橋）
しょう

大根田 優  菜 （洋　次昌　子 ） 円円円円 （西高橋）
ゆ な

齋藤　 基  吏 （秀　樹則　子 ） 円円円円 （祖母井）
き り

関　みなみ（信　光友　里 ） 円円円円 （稲毛田）

阿部　 心  縁 （慎太郎育　美 ） 円円円円 （祖母井）
し えん

島田　 遥  斗 （昌　宏亜季江 ） 円円円円 （西高橋）
はる と

平成28年5月1日～31日届出（掲載は承諾者のみ）

高橋　頼央・村山みゆき （東水沼）
直井　宏峰・穴澤いずみ （西高橋）
小林　幹生・岩崎　裕美 （東高橋）

行政相談・人権相談
問企画課情報広報係

☎028（677）6099
日時／7月19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 上野　民江（79）上稲毛田 億億 5/6
稲川　由一（85）西水沼 億億億 5/10
大根田孝夫（60）西高橋 億億億 5/13
鈴木　陸夫（69）祖母井 億億億 5/13
檜山　憲次（63）下高根沢 億億 5/17
菱沼　正勝（78）祖母井 億億億 5/24
仁平　ヨシ（92）西高橋 億億億 5/29

社会を明るくする運動
　7月は「社会を明るくする運動」強化
月間です。
　7月9日（土）に、道の駅はが、ロマン
の湯、モテナス芳賀周辺で啓蒙活動が
行われます。


