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お知らせ
自動車税の納税を忘れ
ていませんか?
　自動車税（種別割）の納期限（5月
31日）が過ぎましたが、納税はお済
みですか。お済みでない人は、すみ
やかに納税してください。督促状発
送後、納付されないままだと、滞納
処分（財産差押・捜索・タイヤロッ
ク）の対象となります。
問真岡県税事務所収税課

☎︎0285（82）2135

公益財団法人栃木県育
英会による奨学生募集
対象／令和3年4月に高等学校（中
等教育学校の後期課程および特別
支援学校の高等部を含む）または
就業年限2年以上の専修学校高等
課程に在学している人
貸与月額／国公立18,000円、私
立30,000円
願書等配布先／県内高等学校、市
町教育委員会、県教育事務所など
締切／6月17日（木）
問公益財団法人栃木県育英会事務局

☎︎028（623）3459

イベント・講座
スポーツ大会開催中止
　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、以下の6月の大会開催を
中止します。
・町民体育祭軟式野球大会（6日）
・ママさんバレーボール大会（6日）
・町民スポーツレクリエーション大
会（13日）
　

サイレントクッキング講座
　無言で楽しく、クリームチーズを
使ったスイーツ作りをしませんか?
ブレスレットも作ります。
日時／7月8日（木）10：00〜12：00
場所／生涯学習センター
対象／町内在住・在勤者

費用／材料費
受付期間／6月10日（木）〜22日
（火）8：30〜17：00※日・月・祝
日は休館
問生涯学習センター

☎︎028（677）0152
ファクシミリ028（677）2371

町ホームページ
生涯学習センター
分館事業のご案内▶︎

さつきまつり・山草小盆栽展
期日／6月3日（木）〜7日（月）
場所／道の駅はが会議室ほか
問町民会館� ☎︎028（677）0009

健康福祉掲示板
6月の総合検診日程
　対象者に5月に圧着はがき「総合
検診のご案内」を送付しました。6
月の日程のうち、次の日程は比較
的空いていますので、この機会に
ぜひお申し込みください。

実施日 会場
3日（木）

町工業団地管理センター
4日（金）
5日（土）
7日（月）

※5月25日現在
検診当日受付時間／8：00〜11：00
申込／健康福祉課窓口、電話また
は専用予約サイト（専用予約サイ
トは実施日の2週間前まで利用可）
問健康福祉課健康係

☎︎028（677）6042

6月の栄養相談・こころ
の相談（予約制）
場所／保健センター
【栄養相談】10日（木）
【こころの相談】11日（金）、16日
（水）、30日（水）
問健康福祉課健康係

☎︎028（677）6042

元気アップ教室参加者募集
日時／①6月10日（木）②6月11日
（金）13：30〜15：00※受付13：
10〜※①②のいずれか
場所／温泉健康センター
対象／65歳以上の町内在住者（要
介護認定を受けていない人）
内容／五行川周辺でノルディック
ウオーキング
締切／6月9日（水）
問健康福祉課地域包括支援センター係

☎︎028（677）6080

脳と体の健康チェック
　物忘れの防止などに役立てま
す。室内運動靴持参の上、動きやす
い服装でお越しください。
日時／6月8日（火）、22日（火）、9：30
〜11：00、13：30〜15：00（予約制、1
人30分程度）
場所／温泉健康センター
対象／65歳以上の町内在住者（要
介護認定を受けていない人）
問健康福祉課地域包括支援センター係

☎︎028（677）6080

新型コロナウイルスワ
クチン接種に関する専
門的な相談（ワクチン
接種後の副反応など） 24時間

（土日祝日を含む）発熱などの症状があり、かか
りつけ医や最寄りの医療機関
に連絡できないときに受診で
きる医療機関を知りたいとき

栃木県受診・ワクチン相談センター
☎︎0570（052）092

新型コロナウイルス
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※年齢基準日は令和4年3月31日
※ヘリカルCTでは、肺の隅々まで検査するので肺がんの早期発見が可能です。喫煙している人、喫煙歴がある人、同居
家族に喫煙者がいる人などで、ご心配な人はご活用ください。

※オプション項目については全額個人負担
※検査費用についてはセット料金等があるため、詳細はがんセンターへお問い合わせください。
検査申込／栃木県立がんセンター（月〜金9：00〜16：00）☎︎028（658）5151
問健康福祉課健康係　☎028（677）6042

がんセンターでの検診費用を助成します
　がん検診の費用の一部を助成します。希望者はがんセンター☎︎028（658）5151に直接お申し込みください。なお、町
で実施しているその他の検診等と重複して受診することはできませんのでご注意ください。
実施期間／6月1日（火）から令和4年1月31日（月）まで
主な検査内容／

検査項目 検査方法 料金（税込）（円） 町助成分（円） 受診者負担金（円） 対象
肺がん ヘリカルCT撮影 16,170 8,000 8,170

40歳以上
胃がん 上部消化管内視鏡検査 15,100 7,000 8,100
大腸がん 便潜血反応検査 1,710 1,710
肝・胆・膵 腹部超音波検査 5,830 2,000 3,830
前立腺がん PSA検査 3,800 1,000 2,800 50歳以上の男性
乳がん マンモグラフィ 6,180 3,000 3,180 40歳以上の女性
子宮がん 頸部細胞診・内診 4,560 2,000 2,560 20歳以上の女性

子宮がん施設検診費用の助成
　子宮がん検診費用の一部を助成
します。受診を希望する場合は健
康係へお申込ください。なお、町で
実施しているその他の子宮がん検
診と重複して受診することはでき
ませんのでご注意ください。
実施期間／6月1日〜令和4年1月31日
対象／令和3年4月以降に子宮が
ん検診を受診していない20歳以
上の人※年齢基準日は令和4年3
月31日
施設／芳賀赤十字病院、柳田産婦
人科小児科医院、西真岡アクセプ
トインターナショナルクリニック、
小菅クリニック、岡田・小松崎クリ
ニック、ゆめクリニック
自己負担額／子宮頸部700円、子
宮頸部＋体部1,100円（体部は医
師が必要と認めた場合のみ）
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

児童手当現況届
　該当者には通知が郵送されて
いますので、同封の返信用封筒で
提出してください。なお、インター
ネットからも手続きが可能です。
「ぴったりサービス」で検索してく
ださい。
受付期間／6月1日（火）〜30日（水）
※インターネットでの手続きには、
マイナンバーカードとマイナポー
タルAP対応スマートフォンが必要
です。
問子育て支援課児童福祉係

☎028（677）1333

栃木県シルバー大学校第42期生
学校説明会／中央校6月3日（木）、
南校6月2日（水）、北校6月4日（金）、
10：00〜12：00、事前予約不要
応募資格／県内在住の60歳以上
で、地域活動に意欲のある人（平成
17年以降のシルバー大学校卒業
生は除く）
締切／6月30日（水）当日消印有効
問栃木県シルバー大学校中央校　

☎028（643）3390

令和3年度介護支援専門員
実務研修受講試験
試験日時／10月10日（日）10：00
〜12：00
試験会場／【第1会場】宇都宮大学
（峰キャンパス）【第2会場】とちぎ
健康の森　
申込書配布期間／6月1日（火）〜30日（水）
申込書配布場所／健康福祉課介護
保険係、栃木県庁（健険福祉部高齢
対策課）ほか
申込／試験案内書に同封の封筒で
簡易書留にて送付※消印有効
受講料／13,800円
受付期間／6月11日（金）〜30日（水）
問社会福祉法人とちぎ健康福祉協会

☎028（650）5587

6月の介護カフェ
日時／18日（金）10：00〜12：00
場所／総合情報館多目的室
申込／地域包括支援センター係に電話
問健康福祉課地域包括支援センター係

☎028（677）6080
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