
■期日／３月６日（日）※予備日３月１３日（日）

■場所／与能テニスコート

■種目／ダブルス（一般男女）

■募集組数／一般男子３２組、一般女子

１６組（先着順）

■参加費／１組２，０００円

■申込／２月１９日（金）までに参加費を

添えて武道館へ

　ユートピア農園は町が管理する市民

農園です。新たに２０区画整備しました。

農園で使用する堆
たい

肥
ひ

を町内の指定畜産

農家から購入すると、購入代金の半分の

補助を受けることもできます。農園を借

りて自然と触れ合い、ご自身の健康や生

きがいのために良い汗を流しませんか。

■対象／農家以外

■場所／芳賀町大字下延生地内

■貸出区画面積／１区画あたり約３０㎡

■貸出期間／５年以内（１年間の取り扱

いは４月１日～翌年３月３１日、中途申し

込みの場合は許可日から最初に到来す

る３月３１日まで）

■賃借料／１区画３０㎡あたり年間６，０００円

■日時／２月２８日（日）※雨天決行①Ａ

班９：００集合、９：２０から１時間②Ｂ班

１０：２０集合、１０：３０から１時間

■集合場所／真岡消防署芳賀分署駐車場

■内容／消防車に同乗し、町内を巡回

■対象／町内在住の年長園児とその保

護者

■定員／先着２２組（各班１１組）

■申込／総務課窓口にて必要事項を記入

■締切／２月１８日（木）

■貸付額（月額）／高等学校・専修学校

（高等課程）２０，０００円以内、高等専門

学校３０，０００円以内、短大・大学・専

修学校４０，０００円以内

■対象／町内に１年以上住所があり、高

校・大学などに進学または在学する人※

勉学のために町外に住んでいる場合も

対象

■申込期間／２月１日（月）～３月２５日（金）

　改修工事のため、海洋センターは次

のとおり休館します。利用者の皆さん

には大変ご迷惑をおかけしますが、ご

理解とご協力をお願いします。

■休館期間／２月１日（月）～２９日（月）

　海洋センターの臨時休館に伴い、体

育施設の鍵の貸出し・利用申請窓口が

変更になります。

■利用窓口／町武道館

■期間／２月１日（月）～２９日（月）

■受付時間／月曜日～金曜日８：３０～

２１：００、土曜日８：３０～１９：００

※日曜・祝日に利用する場合は前日まで

に鍵を借用してください。

■期日／２月１日（月）～２９日（月）

※土日祝を除く

■場所／県内各司法書士事務所

■相談内容／相談に関する事項

■相談料／無料

■日時／２月３日（水）９：３０～１６：００

■場所／税理士会真岡支部各会員事務所

■対象／所得金３００万円以下の給与所得

者および年金受給者で少額の還付申告相談

　資源物回収倉庫が、生涯学習セン

ター水橋分館建物の東側から西側に移

動しました。なお、紙類・缶類・ペッ

トボトルのほかに、新たに容器包装プ

ラスチックを回収します。分別し出し

てください。

■回収倉庫の新しい位置／

■資源物回収日時／毎週火・木・土曜日

９：００～１６：００

　《回収する容器包装プラスチック》

　　　　　のマークが付いている

　　　　　次の品目

　※回収を行わない品目

プラスチック製品で梱包に係るもの以

外は回収できません。「もえるごみ」で

排出してください。

◆容器包装プラスチックの出し方／①容

器の汚れを落とす②透明の袋に入れ、

必ず氏名を記入し排出する

お知らせ

募　集

２月は体育施設の鍵の貸出し・
利用申請窓口が変更になります
武道館　　 　　【☎028(677)5155】

町奨学生募集
こども育成課学校管理係
　　　　 　　    【☎ 028(677)1414】

町消防団防火パレード
消防ポンプ車乗車体験
総務課地域安全対策係
　　　　 　　    【☎028(677)6029】

ユートピア農園
新規区画利用者募集
農政課農業振興係【☎028(677)1110】

町テニス大会（ダブルス）
参加者募集
武道館   　　　  【☎ 028(677)5155】

税理士会が行う
還付申告無料税務相談
税理士会真岡支部【☎ 0285(72)2247】

生涯学習センター水橋分館敷地
内の資源物回収倉庫の位置が
変わりました
環境対策課環境対策係
　　　　 　　    【☎ 028(677)6041】

「相続登記はお済みですか月間」
無料相談会
県司法書士会　【☎028(614)1122】

（旧）倉庫位置植栽

屋外トイレ

みずはし
保育園

生涯学習
センター
水橋分館

（新）
倉庫位置

芳賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター
２月は臨時休館します
海洋センター　  【☎ 028(677)0030】

今年度の太陽光発電システム設置費
補助金の受付は終了しました
環境対策課環境対策係
　　　　 　　【☎028(677)6041】
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　ボランティアの皆さんによる絵本や紙

芝居などの読み聞かせです。楽しくおも

しろいお話をたくさん聞くことができま

す。ぜひお子様と一緒にご参加ください。

■日時／２月２０日（土）１１：００～

（３０分程度）

■場所／総合情報館おはなし室

■対象／乳幼児～小学生とその保護者

■参加費／無料

■日時・集合／２月２７日（土）８：００役場前

■場所／日光自然博物館（日光湯元周辺

もみの木平コース）　

■対象／小学生以上 (小学生は保護者

同伴 )定員３０人

■講師／日光自然博物館自然解説員、

芳賀町自然に親しむ会

■参加費／無料

■締切／２月１３日（土）　

※詳細は後日参加者にご案内します。

　栃木県博物館協会加盟館を中心とす

る県内の博物館・美術館・資料館等の

文化施設が、それぞれの“逸品”を出

展します。芳賀町からも、情報館収蔵

の古墳時代の盾形埴
は に

輪
わ

が展示されます。

どうぞご覧ください。

■期間／２月６日（土）～３月２１日（月・祝）

■場所／県立博物館　

みなみ子育てサロン（西高橋構造改善

センター） 

■日時／５日（金）・１９日（金）・２６日（金）

１０：００～１５：００

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）　　　

■日時／１０日（水）１０：３０～１１：４５

おでかけサロン「防災館で体験しよう」 

■日時／１２日（金）１０：３０～１１：３０

こあらクラブ（０歳児と保護者）

■日時／１６日（火）１０：３０～１１：００

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

■日時／１６日（火）・１７日（水）１０：３０～

１１：４５

うさぎクラブ（親子運動あそび）

■日時／２４日（水）１０：３０～１１：４５

プレーパークしもたか「ピッツァを焼こう」

■日時／２８日（日）１０：００～１５：００

■受付／１０：００～１０：３０

【貸切イベント】食改さんの料理教室（託

児付き） 

■日時／４日（木）１０：００～１２：００

教室…友遊はが体験室　　　　　　　

託児…子育てひろば　ぴよぴよ

【貸切イベント】お誕生会

■日時／１５日（月）１０：００～１２：００

育児応援プチ講座 

■日時／２５日（木）１１：００～１１：３０

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

１２月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

荷見　ヨシ （95）  芳志戸 12/2

直井キクエ （85）  西水沼 12/3

土井キヨノ （88）  東水沼 12/3

菅谷　　和 （83）  東高橋 12/4

岡田　光男 （81）  西水沼 12/7

萩原　道子 （75）  祖母井 12/7

下谷德一郎 （81）  西高橋 12/7

島田　幸夫 （50）  西高橋 12/11

佐藤　スイ （84）  東水沼 12/12

塩澤志津男 （59）  東高橋 12/12

関本　ミイ （79）  東高橋 12/13

大根田利夫 （81）  下延生 12/14

大根田　基 （82）  西高橋 12/15

若桝　シノ （99）  稲毛田 12/16

直井　千尋 （62）  西高橋 12/16

黒﨑　こと （102）  芳志戸 12/20

関本　歌子 （77）  下延生 12/21

齊藤　隆一 （97）  下高根沢 12/21

直井　タメ （88）  与　能 12/26

菅野　スミ （88）  与　能 12/28

水沼　甲子 （91）  東高橋 12/28

小俣　大
ひろ

樹
き

  （ 　　　） 八ツ木智　史
美　佳

飯嶋　奏
そ

羽
う

  （ 　　　） 稲毛田崇　之
しのぶ

直井　翔
しょうき

輝  （ 　　　） 西高橋孝　彰
有里恵

飯沼　喜
き

心
こ

  （ 　　　） 八ツ木泰　裕
真　央

大根田　怜
れい

  （ 　　　） 八ツ木　薫
郁　美

倉浪　虎
こ

鉄
てつ

  （ 　　　） 祖母井裕　二
　愛

石垣　康
こうせい

惺  （ 　　　） 祖母井康　一
友　美

三ツ木友
とも

華
か

  （ 　　　） 稲毛田雄　一
史　恵

吉葉　康弘・荻原由希子　 
芳志戸

菱沼　慎也・飯島　悠香　 
祖母井

大林　輝亘・小林　育美　 
下高根沢

関本　　暁・綱川　温子　 
稲毛田

関　　博隆・林　　泉穂　 
下高根沢

安藤　拓也・大橋　由紀　 
祖母井

石崎　友亮・小林　美波　 
稲毛田

尾嶋　邦彦・近藤美沙子　 
八ツ木

木賊　哲章・直井　有美　 
与　能

行政相談・人権相談

◆どうぞお気軽にご相談ください。

２月１６日（火）１３：３０～１６：００

農業者トレーニングセンター

企画課情報広報係【☎028(677)6099】

心配ごと相談（前日１７：００までに電話予約）

毎週火曜日１３：３０～１６：００

農業者トレーニングセンター

社会福祉協議会　　【☎028(677)4711】

生活困窮者自立相談

◆生活保護を受けていない人で、経済

的に困っており、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。

毎週月・火・木・金曜日９：００～１７：１５

健康福祉課

健康福祉課福祉係【☎028(677)1112】

法律相談

◆弁護士と心配ごと相談員が対応する

無料相談です。（先着５件まで）

３月１日（火）※２月１日（月）～予約受付

農業者トレーニングセンター

社会福祉協議会　【☎028(677)4711】

県内文化施設協働展「とちぎ
の“イッピン”大集合！」
県立博物館  　　【☎ 028(634)1311】

わくわく自然体験
「スノーシューで雪の森へ」
生涯学習センター水橋分館   　　  
　　　　　　　【☎ 028(678)0004】

子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）
　　　　　　    【☎ 028(677)0110】

子育て支援センターあっとほーむ
あっとほーむ（生涯学習センター内）
　　　　　　    【☎028(677)8400】

2月7日（日）
クリーン芳賀環境美化の日

みんなで芳賀町をきれいに！
地域の清掃活動に参加しましょう

イベント

講座・教室 子育てガイド
町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】
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