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 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。

寝たきり高齢者等　　
紙おむつ給付事業
問高齢者支援課介護保険係

☎028（677）6015
　町内協定店舗で利用できる月額
5,000円分の紙おむつ給付券（申
請した月から平成29年3月分まで
の月数分）を交付します。
対象／①町内に住所がある②要介
護3以上の認定を受けている③町
民税非課税世帯④在宅で紙おむつ
を利用している⑤介護保険料を滞
納していない※入院･入所中は該
当しません。
申込／高齢者支援課に申請書を提出
持ち物／印鑑

高次脳機能障害巡回相談
問とちぎリハビリテーションセンター
相談支援部 ☎028（623）6114
日時／10月25日（火）13:30～15:30
場所／市貝町保健福祉センター
（市貝町市塙1720-1）
費用／無料
定員／3～4名（要予約）
申込／とちぎリハビリテーション
センター相談支援部に電話
締切／10月18日（火）

第13回なんびょうサポート
とちぎのつどい
問とちぎ難病相談支援センター

☎028（623）6113
日時／10月22日（土）9:30～15:30
場所／とちぎ健康の森（宇都宮市
駒生町3337-1）
内容／相談コーナー（事前予約）、
患者・家族交流会（事前予約）、講
演会、トークショーほか
申込／とちぎ難病相談支援センター
に電話

県民健康･栄養調査
問栃木県保健福祉部健康増進課

☎028（623）3094
　栃木県では、県民の食生活や身
体状況、生活習慣などの実態を把
握し、今後の健康づくり施策に役
立てるため、県民健康・栄養調査
を実施します。
調査方法／①郵送②調査員の訪問
対象／①無作為に抽出した20歳
以上の住民（県全体で22,500人）
②無作為に抽出した地区の住民
（県全体で約1,500人）
調査期間／10～11月

はがタウン
インフォメーション

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

特定健診
健康診査
各種がん検診

ほか

工業団地管理センター10月21日（金）
工業団地管理センター10月23日（日）
生涯学習センター水橋分館10月24日（月）
農業者トレーニングセンター10月25日（火）
生涯学習センター水橋分館10月28日（金）
農業者トレーニングセンター10月29日（土）

各種がん検診
骨粗しょう症検診

保健センター（女性限定） 1月28日（土）

備　考期　日その他の相談
予約制10月13日（木）栄養相談

予約制10月 7日（金）こころの相談 10月26日（水）

10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5月生10月 5日（水）4カ月児健診
平成26年2月･3月生10月12日（水）2歳6カ月児歯科検診
平成25年8月･9月生10月 7日（金）3歳児健診

場所／保健センター
受付時間／13：00～13：20

幼児フッ素塗布日程変更
　都合により日程を変更します。
変更前　12月4日（日）
変更後　12月11日（日）
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

申込／健康係に電話
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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
みなみサロン（水橋分館）
日時／7日（金）、14日（金）10:00～15:00
ぱんだクラブ（1歳児と保護者）
日時／12日（水）10:30～11:45
こあらクラブ（0歳児と保護者）
日時／18日（火）10:30～11:00
きりんクラブ（2歳児と保護者）
日時／19日（水）10:30～11:45
おでかけサロン
「大好きな電車やバスに乗って遊びに行こう」
日時／21日（金）9:20～13:30
うきうき子育て講座
「認定ひばりこども園で動物とのふれあいを楽しもう」
日時／20日（木）13:00～15:00
うさぎクラブ（親子運動あそび）
日時／26日（水）10:30～11:45
※28日（金）はお休み
　

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
子ども用品委託品受付
日時／1日（土）～11日（火）
月～金10：00～16：00、土・日10：00～15：00
育児応援講座
日時／4日（火）11：00～
子ども用品リサイクル販売＆おもちゃ市
日時／13日（木）～16日（日）
※おもちゃ市は土・日のみ
木・金10：00～16：00、土・日10：00～15：00
※14日（金）、16日（日）は～13：00
※会員以外も購入できます。
おもちゃ市委託品搬入
日時／14日（金）14：00～15：30、15日（土）9：15～9：45
【貸切イベント】ぴよぴよ講座「パン教室（託児付き）」
日時／20日（木）9：30～12：00
会場／道の駅はが体験室
託児／子育てひろばぴよぴよ
【貸切イベント】お誕生会
日時／24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

釜野井正徳・飯島　知美 （芳志戸）
仁平　隼人・仁平　美穂 （芳志戸）

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／10月18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

平成28年8月1日～31日届出（掲載は承諾者のみ）

町指定寄附金
関本　幸男　様 ..................................... 50,000円

ありがとうございました。寄付

浅見　 采  希 （武　志香　織 ） 円円円円 （八ツ木）
こと ね

大門さくら（　亮　　心　 ） 円円円円 （八ツ木）
尾形　 美  織 （秀　一愛　美 ） 円円円円 （八ツ木）

み おり

髙木　 結  葵 （直　人恵　美 ） 円円円円 （西高橋）
ゆ あ

大森　 咲  心 （貴　正宏　美 ） 円円円円 （祖母井）
さ ら

沼能　 大  知 （卓　磨倫　子 ） 円円円 （下高根沢）
だい ち

髙久　 紗  波 （竜　典ちえみ ） 円円円円 （祖母井）
すず は

山形 彩  衣  愛 （貴　久幸　江 ） 円円円円円 （与能）
あ い ら

大久保 陽  太 （浩太郎真由美 ） 円円円円 （祖母井）
ひな た

た ょん うじ

おくやみ 宮田　謙司（89）八ツ木 億億億 8/2
黒﨑　秀男（88）祖母井 億億億 8/2
石下　　眞（91）東水沼 億億億 8/3
古谷　トミ（89）稲毛田 億億億 8/3
津島　尚子（85）西水沼 億億億 8/12
黒﨑　　茂（86）与能 億億億億 8/13
松山　哲夫（90）東高橋 億億億 8/14
加藤　好一（94）祖母井 億億億 8/15
関口ますみ（61）祖母井 億億億 8/20
半田キミヱ（70）下高根沢 億億 8/23
佐藤　光男（67）芳志戸 億億億 8/24
市村　政男（80）西高橋 億億億 8/24
關本　幸平（93）東高橋 億億億 8/24
赤羽　敬司（87）芳志戸 億億億 8/28
小林　重夫（81）東高橋 億億億 8/28


