
※掲載内容は令和3年5月25日現在の情報です。詳細は、町ホームページや芳賀チャンネルをご覧いただくか各担当までお問い合わせください。

子 育 て
6月の乳幼児健診・相談
【4カ月児健診】
30日（水）※令和3年2月生
【2歳6カ月児歯科検診】
9日（水）※平成30年10月・11月生
【3歳児健診】
4日（金）※平成30年4月・5月生
受付時間／個別通知に記載
場所／保健センター
問子育て支援課子育て世代包括支援センター係

☎028（677）6040

子育て支援施設
　各施設ホームページにイベント
の予定などを掲載しています。
　お気軽にお問い合わせください。

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

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

お詫びと訂正
　広報はが5月号別紙「令和3年度
芳賀町組織図」において、農業委
員会会長の氏名に誤りがありまし
た。正しくは若林孝男さんです。お
詫びし訂正いたします。

相　　談

https://k-oneta6.wixsite.com/mysite

http://sien677.blog99.fc2.com/
　新型コロナウイルスワクチン
接種に関するお知らせは、2〜3
ページに掲載してありますので
ご覧ください。

行政相談・人権相談
日時／6月15日（火）13：30〜16：00
場所／農業者トレーニングセンター
問企画課広報広聴係

☎028（677）6099
問住民課住民戸籍係

☎028（677）6014

生活困窮者自立相談
　生活保護を受けていない人で、
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〜金曜日9:00〜16:00
場所／健康福祉課福祉係
問健康福祉課福祉係

☎028（677）1112

心配ごと相談
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
問町社会福祉協議会

☎028（677）4711

民生委員・児童委員に相談し
たいことはありませんか？
　民生委員・児童委員は、相談に乗
るだけでなく、関係機関による支
援へのつなぎ役になってくれます。
守秘義務もあり、秘密は守られま
す。
·子ども、高齢者、障がい児、障がい
者に関すること
·その他生活全般に関すること�等
問健康福祉課福祉係

☎028（677）1112
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図書館
ケータイサイト

知恵の      館だより環環 問総合情報館 ☎028（677）2525

6月の休館日

※入荷済、入荷予定のものを含みます。町ホームページからも新着図書を検索できます。

新着図書案内

図書館おはなし会
─ボランティアさんによる本や紙芝居の読み聞かせ─

日時／6月19日（土）11：00～
場所／総合情報館多目的室

７・14・21・28・30日

今月の一冊 ☆一般書☆ 一般書

児童書

タイトル 歌手名 発売元
Where's My History? Alexandros ユニバーサル ミュージック
GRADATI∞N Little Glee Monster Sony Music Labels
35周年大全集 島津 亜矢 テイチクエンタテインメント
ディズニー・ベスト・メガミックス   ユニバーサル ミュージック
 吉田 仁美ほか King Record

タイトル 出演者 発売元
一度死んでみた 広瀬 すず、吉沢 亮ほか フジテレビジョン 松竹（販売）
Fukushima 50 佐藤 浩市、渡辺 謙ほか KADOKAWA

1917 命をかけた伝令
 岩根 沙恵子、古田 ちさこほか グラジオラス（制作）

しょうわ・へいせい・れいわ！
こどもヒットモウラ！オン・パレードベスト60

料理した事ないのにいきなり「ちょ…料理の腕前
サイコーかよ…！」と、思わせられるお料理術

三島由紀夫 vs 東大全共闘50年目の真実
ジョージ・マッケイ、
ディーン=チャールズ・チャップマンほか

TBSテレビ
TCエンタテインメント（販売）
NBCユニバーサル
エンターテインメント

DVD

CD

総合情報館企画展 芳賀町の祭礼
期　　間／6月20日（日）まで
観覧時間／10:00～17:00
場　　所／総合情報館展示室１・２
入 場 料／無料

─受け継がれてきた伝統文化─

6月20日（日）まで

　総合情報館では、古文書など
の歴史資料を町民の皆さんに利
用していただけるよう整理・保存
を行っています。古い資料の保管
方法など、お気軽に総合情報館
へお問い合わせください。

展示室内で祇園祭や太々神楽のダイジェ
スト映像も放映しています。

古文書の相談を
受け付けています

内容：朝鮮出兵は歴史的快挙か、天下の愚策
かー。わずか６年半だけの主都となった名護屋
を舞台に繰り広げられた、天下人・秀吉の最期
の仕事と人間ドラマを描く。『サンデー毎日』
連載に加筆修正して単行本化。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『なぜ秀吉は』
著者名：門井 慶喜
出版社：毎日新聞出版

書　名 著者名 出版社
声の在りか 寺地 はるな KADOKAWA
終活の準備はお済みですか？ 桂 望実 KADOKAWA
キネマの天使２メロドラマの日 赤川 次郎 講談社
神の悪手 芹沢 央 新潮社
ファウンテンブルーの魔人たち 白石 一文 新潮社
空の王 新野 剛志 中央公論新社
赤の呪縛 堂場 瞬一 文藝春秋
星落ちて、なお 澤田 瞳子 文藝春秋
太陽の門 赤神 諒 日経BPマーケティング
プリンス 真山 仁 PHP研究所

書　名 著者名 出版社
あしたもオカピ 斉藤 倫 作　fancomi 絵 偕成社
もりの100かいだてのいえ いわい としお 作 偕成社
どろんこおばけになりたいな 内田 麟太郎 作　石井 聖岳 絵 童心社
天の岩戸　アマテラス 飯野 和好 文・絵 パイインターナショナル
帰れ　野生のロボット ピーター・ブラウン 作・絵　前沢 明枝 訳 福音館書店
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