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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、給付要件を確
認の上、早めに申請してください。

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、
申請しても給付されない場合があ
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。

子ども虐待をゼロに！　　
第3回「居場所づくり会議」
問健康福祉課福祉係

☎028（677）1112
日時／11月29日（火）14:00～17:00
場所／役場大会議室
内容／居場所づくりの具体策

聞こえのサポート・　　
補聴器相談と交流
問特定非営利活動法人栃木県中途
失聴・難聴者協会

☎080（8742）9811
胃 0285（51）1326

E-mail：tcnks58@sky.ucatv.ne.jp
　補聴器などの装用を検討中また
は関心のある人、聞こえに不自由
を感じている人やその家族、介護
者などを対象に相談講座と交流会
を行います。会場では、コミュニ
ケーションに配慮しますので、聞
こえない人でも安心して参加でき
ます。問い合わせは、メールでお
願いします。
日時／11月23日（水）
①10:00～12:00相談会、個別相
談、座談会
②13:00～15:00コミュニケーショ
ン体験、交流会
場所／町民会館
内容／難聴で困っていること、分
からないことなどの相談
参加費／無料

第50回芳賀郡市公衆
衛生大会記念講演
問芳賀郡市公衆衛生協会事務局

☎0285（82）3321
日時／11月8日（火）14:30～
場所／真岡市民会館小ホール（真
岡市荒町1201）
内容／「世界文化遺産日光東照宮
の謎と真実」
講師／高藤晴俊氏（日光東照宮特
別顧問）
参加費／無料（事前申込不要）

はがタウン
インフォメーション

歯周疾患検診で歯を病気から守りましょう
問健康福祉課健康係　☎028（677）6042
対象／平成29年3月31日現在40～70歳の町内在住者
内容／問診、歯と歯肉の検診、結果に応じたアドバイス
期間／平成29年1月31日（火）まで
料金／自己負担400円（差額は町負担）※70歳、生活保護、住民税非課
税世帯の人は無料
受診方法／医療機関に直接予約
持ち物／受診票（40・45・50・55・60・65・70歳の節目年齢の人には郵
送済みです。それ以外の年齢の人は健康係へお申し込みください。）
実施医療機関／次の町内7歯科医院

電話番号所在地医療機関名
677-0118祖母井509-4今井歯科医院
677-1900祖母井南1-7-1小林歯科クリニック
677-4755下高根沢3859-2やなぎだ歯科クリニック
678-0002西水沼433塩田歯科医院
678-5800下高根沢3919-407たけざわ歯科医院
666-4182祖母井1048-6祖母井・熊倉デンタルクリニック

677-8241上延生533-1なかの歯科・矯正歯科クリニック
なかのキッズデンタル

備　考期　日その他の相談
予約制11月10日（木）栄養相談

予約制11月 4日（金）こころの相談 11月30日（水）

備　考期　日乳幼児健診･相談
平成28年6月生11月 2日（水）4カ月児健診
平成28年3月・4月生11月 2日（水）6カ月児相談
平成27年12月・平成28年1月生11月 9日（水）10カ月児健診
平成27年4月・5月生11月 4日（金）1歳6カ月健診

11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
（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
みなみサロン（水橋分館）
日時／4日（金）、11日（金）、25日（金）10:00～15:00
ぱんだクラブ（1歳児と保護者）
日時／9日（水）10:30～11:45
こあらクラブ（0歳児と保護者）
日時／15日（火）10:30～11:00
きりんクラブ（2歳児と保護者）
日時／16日（水）10:30～11:45
わらべうたベビーマッサージ
日時／10日（木）、17日（木）10:00～10:30
おでかけサロン｢作新大学へ遊びに行こう｣
日時／24日（木）10:30～12:10
うきうき子育て講座｢作新大学で人形劇をみよう｣
日時／29日（火）10:40～11:30
うさぎクラブ（親子運動あそび）
日時／30日（水）10:30～11:45
※18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
育児応援講座
日時／9日（水）11:00～
【貸切イベント】
ぴよぴよ講座｢手芸教室 （託児付き）｣
日時／10日（木）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
【貸切イベント】お誕生会
日時／21日（月）10:00～12:00
クリスマス制作
日時／28日（月）～12月4日（日）10:00～15:00
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

北條　宏紀・渡辺　恵里 （給部）
赤羽　康隆・小森　　緑 （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／11月15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9月1日～30日届出（掲載は承諾者のみ）

阿嶋　 泰  志 （祐　亮奈　美 ） 円円円円 （祖母井）
たい し

小林　 七  椛 （繁　行昭　子 ） 円円円円 （祖母井）
なな か

黒﨑　　 渚 （知　成史　恵 ） 円円円円円 （与能）
なぎさ

伊藤　 心  優 （知　明ゆ　か ） 円円円円 （西高橋）
ここ な

平石　 栞  理 （知　宏宏　子 ） 円円円円 （上延生）
かん り

岩渕　 愛  佳 （　賢　ちはる ） 円円円円 （下延生）
あい か

髙木　　 翔 （芳　訓裕　美 ） 円円円円 （八ツ木）
しょう

小堀　 翔  向 （友　行綾　香 ） 円円円円 （東水沼）
か なた

小林　　 葵 （洋　平麗　美 ） 円円円円円 （与能）
あおい

た ょん うじ

おくやみ 黒﨑　君司（87）芳志戸 億億億 8/30
矢口　益雄（91）東水沼 億億億 9/2
舩生　八 （90）上稲毛田 億億 9/5
松山和三郎（85）東高橋 億億億 9/6
吉永　リン（93）稲毛田 億億億 9/6
大谷津睆一（77）芳志戸 億億億 9/9
齊藤　俊子（56）下高根沢 億億 9/18
越口千枝子（85）北長島 億億億 9/19
戸祭　重男（83）東高橋 億億億 9/22

ありがとうございました。寄付
ふるさと芳賀応援寄付金（4〜9月分）
南雲　照夫　様 ................................ 1,000,000円
匿名希望者　様　13人 ......................... 510,000円


