はがタウン
インフォメーション

円円 お知らせ円円
スズメバチに注意
問環境対策課環境対策係
☎028
（677）6041
8月から10月にかけてはスズメ
バチが活発に活動する時期です。
スズメバチの巣を発見したら不用
意に近づかないようにしましょう。
町が管理する公園などで巣を発見
したときは、環境対策課にご連絡
ください。
なお、庭や家屋など私有地に巣
をつくられた場合は、その土地、
建物の管理者が対処することにな
ります。巣の駆除は危険を伴うた
め、専門の駆除業者に依頼するこ
とをおすすめします。駆除業者が
わからない場合は、環境対策課に
電話または町ホームページをご覧
ください。

社会生活基本調査
問栃木県統計課☎028
（623）2246
総務省統計局では、10月20日
（木）
現在で社会生活基本調査を実
施します。この調査は、1日のう
ちどのくらいの時間を仕事・家事・
地域での活動に費やしているか、
過去1年間の自由時間にどのよう
な活動を行ったかについて調査し、
仕事 と生活の調和（ワーク・ライ

正社員就職強化月間
問ハローワーク真岡
☎0285
（82）8655
栃木労働局、県内ハローワーク
では、正社員雇用の拡大と正社員
転換の促進を図るため、9月、10
月に「正社員就職強化月間」を実施
します。
よりよい人材確保のために、
正社員の雇用を考えてみませんか。

全国一斉！
法務局休日相談所
問宇都宮地方法務局総務課庶務係
☎028
（623）6333
登記･戸籍･供託･人権などに関
する相談所を開設し、
「相続」をテ
ーマに講演会を開催します。
日時／10月2日（日）10:
00～15:
00
（講演会10:
30～）
参加費／無料（予約者優先）
申込／宇都宮地方法務局に電話

円円 募

集円円

問町結婚相談員協議会事務局（生涯学
（677）0306
習センター内） ☎028
結婚を希望する人を対象に、結
婚相談会を開催します。
結婚に関
する悩みなど、町結婚相談員に相
談できます。気軽にお越しください。
日時／9月3日（土）13
：00～15
：00

締切／9月10日（土）

電話相談 ☎0570
（003）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
護委員連合会
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円円 イベント円円

問武道館
☎028
（677）5155
日時／9月18日（日）9:
00～
場所／与能テニスコート
対象／町内在住または在勤･在学者

地区のお宅に調査員が伺います。

9月5日（月）～11日（日）

問第77回国民体育大会栃木県準備
委員会事務局 ☎028
（623）3522
栃木県では、平成34年に開催
する第77回国体の愛称およびス
ローガンを募集しています。優秀
作品には、それぞれ賞金や賞状が
贈呈されます。詳しくは、県のホ
ー ム ペ ー ジ（「2022栃 木 国 体」で
検索）をご覧ください。
締切／9月30日（金）

結婚相談会

を得ることを目的としています。
10月上旬から中旬にかけて、対象

全国一斉「高齢者・
障 害 者 の 人 権 あん
しん相談」
強化週間

第77回 国 民 体 育 大 会
愛称・スローガン

町民ソフトテニス大会

種目／①一般A
（高校生含む）②一
般B
（初心者）③中学生男子④中学
生女子⑤小学生
参加費／①②1チーム2,
000円、
③④⑤無料
申込／申込書、参加費を武道館に提出

フ・バランス）の推進、少子高齢化
対策などの政策に必要な基礎資料

した作品に類似したものは不可※応
募作品は希望により返却可
応募方法／応募票に必要事項を記
入の上、作品裏面の右上にテープ
でしっかりと貼り、郵送
（〒3213392祖 母 井1020芳 賀 町 観 光 協
会事務局2016観光写真コンテス
ト係）または町観光協会に持参
締切／平成29年1月17日（火）必着

2016観光写真コンテスト
問町観光協会（商工観光課内）
☎028
（677）1115
芳賀町の四季折々の風景、
名所
旧跡、
イベント等の写真を募集します。
応募規定／平成27年4月以降に撮
影された未発表の作品、
サイズはカ
ラープリント四ツ切またはワイド四ツ
切、他のコンテストや発行物に応募

場所／道の駅はが会議室
参加費／無料

藤あや子コンサート2016
問町民会館 ☎028
（677）0009
日時／12月10日（土）
①13
：30開場、14
：00開演
②17
：30開場、18
：00開演
場所／町民会館ホール
料金／全席指定、前売り
SS席6,
000円、S席5,
500円、A席
4,
500円※当日料金は200円増
◎町民会館およびプレイガイドに
てチケット発売中

プレーパークしもたか
問あっとほーむ（生涯学習センター内）
☎028
（677）8400
◆ちょこっとプレーパーク
（申込不要）
「自由遊び」
日時／9月3日（土）、17日（土）、24
（土）
10
：00～15
：00
ま じ
◆本気でプレーパーク（事前申込）
十五夜にはやっぱり
「ぼうじぼ作ってぼうじぼ打つ」
日時／9月10日（土）10
：00～15
：00
参加費／100円
定員／先着30人※小学1年生以下
は保護者同伴

道の駅はが梨祭り･新米祭り
問道の駅はが ☎028
（677）6000
日時･
内容／
◆新米祭り
9月17日（土）～19日
（月）
直売所で1,
000円以上お買い上げ
の各日先着200人に新米2合袋配布、
各日先着1,
000食新米ご飯試食
◆梨祭り
9月18日（日）･19日（月）･22日（木）
試 食 コ ー ナ ー、
お楽しみ抽選会
（2,
000円以上お買い上げで1回抽選）
◆同時開催イベント
・第14回梨の皮むき大会
9月19日（月）10:
00～12:
00
・鮎のつかみ取り･
炭火焼き
9月18日（日）･19日（月）9:
00～16:
00
・とちおとめ25ミニライブ
9月18日（日）①10:
30～②13:
00～
・Hap’s
&A.
MB
（昭和歌謡･アメ
リカンポップス）ミニライブ
9月18日（日）①11:
00～②13:
30～
・モンキーパフォーマンス
9月22日（木）①10:
30～②13:
00～

円円講 座・教 室円円
町図書館おはなし会
問総合情報館 ☎028
（677）2525
日時／9月17日（土）11
：00～
場所／総合情報館おはなし室
対象／乳幼児～小学生と保護者

内容／ボランティアによる絵本や
紙芝居の読み聞かせ※30分程度
参加費／無料

介護教室
問高齢者支援課地域包括支援センター係
☎028
（677）6080
日時／9月27日（火）14
：00～15
：00
場所／特別養護老人ホームはがの杜
対象／介護家族または介護に関心
がある町内在住者
内容／排せつの自立は生きる力に
～おむつの選び方、当て方～
講師／はがの杜介護職員
参加費／無料
定員／先着10人
申込／地域包括支援センター係に電話
締切／9月20日
（火）

文学・歴史散歩の会
～秋の散歩～
問生涯学習センター
☎028
（677）0306
｢
ボランティア友の会｣
の講座です。
日時／10月6日（木）8:
00町民会館
集合8:
15出発
場所／茨城県方面
（予科練平和記
念館、筑波宇宙センターほか）
参加費／3,
000円（昼食代含む）
定員／先着26人
申込／生涯学習センターに電話

ガーデニング1日体験
問生涯学習センター
☎028
（677）0306
日時／10月15日（土）8
：30～16
：30
（生涯学習センター集合・解散）
場所／とちぎ花センター
対象／町内在住または在勤者
内容／押し花キャンドル
参加費／800円（昼食代別）
定員／先着10人
締切／9月17日（土）

普通救命講習会
問芳賀地区広域行政事務組合消防本部
（677）0212
芳賀分署救急係 ☎028
日時／10月16日（日）9
：00～12
：00
場所／芳賀分署会議室
内容／心肺蘇生法、止血法、自動
体外式除細動器（AED）など
受講料／無料
定員／先着20人
申込／受講申込用紙（芳賀地区広域
行政事務組合消防本部ホームペー
ジからもダウンロード可）を提出
締切／10月9日（日）
持ち物／普通救命講習修了証
（以
前に受講したことがある人のみ）

円 健康福祉掲示板円
臨時福祉給付金などの申請
問健康福祉課福祉係
☎028
（677）1112
平成28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）を対象に、｢平成28年度臨時
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、
8月末に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。
また、｢
障害･
遺族基礎年金受給者
向け給付金｣も対象になる人は、
臨時福祉給付金と併せて1枚の申
請書で両方の申請をしてください。
※申請書提出後に審査を行うため、
申請いただいても給付の対象にな
らない可能性があります。
申請期限／11月29日（火）
※給付金制度の詳細は、町ホーム
ページ等をご覧ください。

下水道の日
9月10日（土）
下水道 水がいからの 守り神

下水道マスコットキャラクター
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