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5月31日（月）芳賀・宇都宮ＬＲＴ車両「ライトライン」お披露目式
（宇都宮市内車両基地）
特集①
②
③
④
⑤

⑥

新型コロナウイルス関連情報
これがＬＲＴ！ ライトライン図鑑
あなたも感じますか 生きにくい社会
―長期引きこもりと高齢化の対策―
くらしナビ ―アポ電に注意！―
環の町芳賀
―あなたのCOOL CHOICEが
未来を守ることにつながります―
自治会・行政区に加入しましょう

「広報はが」
ウェブアンケートに
ご協力ください▶
防災行政無線の放送内容を無料電話で聞くことができます

０８００
（８００）
３７９９（無料）※放送から30分以内
総務課地域安全対策係☎028（677）6029

▲防災行政無線
無料電話

新型コロナウイルス関連情報
新型コロナワクチン接種について（6月24日現在）
ワクチンの接種順位に従い、町から接種に必要なクーポン券等を個別郵送しています。
予約方法などの詳細は、クーポン券に同封の通知をご覧ください。
対象・クーポン券発送および集団予約開始日／

対象

クーポン券

（年齢は年度末時点）

発送日

高齢者（65歳以上）

集団接種予約開始日
電
話 平日8:30〜17:00
インターネット 8:30〜毎日24時間

発送済

接種開始予定日

予約受付中

接種対応中

7月16日（金）

8月1日（日）

59〜50歳

7月30日（金）

9月12日（日）

49〜40歳

8月20日（金）

9月12日（日）

9月24日（金）

10月24日
（日）

・64〜60歳
・基礎疾患のある人
・高齢者施設等の従事者

39〜17歳

7月12日（月）

7月19日（月）

16〜12歳

決まり次第お知らせ

基礎疾患のある人・高齢者施設等の従事者の人へ
60歳以上の人
59歳以下の人

7月16日（金）から電話またはインターネットで予約できます。
7月16日（金）から電話でのみ予約できます。
（インターネット予約は、ご自身の年齢による予約開始日からできます。）
下記コールセンターまで事前に申し出た人へ、7月12日以降随時、クーポン券を発送します。
39歳以下の人
基礎疾患の提示方法／
診断書などの証明書は必要ありません。接種の際に、予診票の質問事項欄に病名を記載してください。
※基礎疾患の範囲については、３ページ掲載の【国が示す基礎疾患一覧】を参照してください。
高齢者施設等の従事者の提示方法／
各施設で高齢者施設等の従事者であることの証明書を作成いただき、接種当日に持参してください。

※ワクチンは、優先順位に従い順次接種しています。ご自身の予約開始日を厳守してください。
※接種開始日は、状況により変更になる場合があります。
※クーポン券発送日より前に、町外のかかりつけ医療機関での個別接種が可能な人や、国の大規模接種セ
ンターなどでの接種を希望する人は、下記コールセンターへ申し出てください。

接種予約

39歳以下の基礎疾患のある人・高齢者施設等従事者の申出

芳賀町新型コロナウイルスワクチンコールセンター
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個別接種等の申出

☎028（678）8773（平日8：30〜17：00）

特
集

健康福祉課新型コロナウイルス感染症対策係 ☎028
（678）8773

① 特
集

町社会福祉協議会 ☎028（677）4711

③ 特

詳しくは、町社会福祉協議会までお問い合わせください。

集

集団接種会場に向かう際、身体介助が必要な人は、町社会福祉協議会の送迎サービスを利用できます。

② 特

◆集団接種会場への来場に不安がある人へ

集

お、県営接種会場のワクチンは、武田／モデルナ社のワクチンを使用しています。

集

予約対象：県内在住の65歳以上の人（医療機関等で１回以上接種を受けた人は対象外）

⑥

※7月14日（水）以降は、県内在住で接種券をお持ちであれば、年齢問わず予約可能です。
予約方法：①専用予約サイト（https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/r3dakibosessyu.html）
②LINE（公式アカウント「栃木県-新型コロナ対策パーソナルサポート」）から予約
※二重予約にならないよう、町で既に予約をしている場合は、どちらかの予約を取り消してください。

◆町独自の優先枠
8月から町独自の接種優先枠を設け、対象者に接種を行います。
対象／町内の小中学校教職員や保育士、学童保育支援員、訪問介護従事者など
※対象者には、所属機関などを通して別途お知らせします。

【国が示す基礎疾患一覧】 次の病気や状態の人が優先接種の対象です。
1． 慢性の呼吸器の病気
2． 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3． 慢性の腎臓病
4． 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5． インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
6． 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7． 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
8． ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9． 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10． 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11． 染色体異常
12． 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態）
13． 睡眠時無呼吸症候群
14． 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、
または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育
手帳を所持している場合）
15． 基準（BMI30以上）を満たす肥満の人
※BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

広報はが 令和3年７月号

⑤ 特

人は、送付されたクーポン券をご用意の上、栃木県の専用予約サイトまたはLINEで予約してください。な

集

県では、11月末日（予定）までの間「とちぎ健康の森」に県営接種会場を設置します。接種を希望する

④ 特

◆とちぎワクチン接種センターでの接種について
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新型コロナウイルス感染症に対する町の対策
新型コロナウイルス対策支援策や相談窓口の最新情報は、町ホームページに掲載しています。
▶芳賀町ホームページ （トップページ上「いざというときに（新型コロナウイルス関連情報）」を
ご覧ください。）https://www.town.tochigi-haga.lg.jp

個人対象

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免
税務課町民税係 ☎028（677）6013

感染拡大防止のため、電話でご相談ください。
減免の対象となる保険税等 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
減免割合 保険ごとに減免の割合が異なりますので、お問い合わせください。
※前年の所得の状況によっては、減免の要件に該当していても、減免されない場合があります。
対象年度 令和3年度分の保険税等であって、納期限が令和３年４月１日から令和４年３月31日までのもの
対
象 次の１または２の要件に該当する世帯
１
２

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡したまたは重篤な傷病を負った世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、
次の要件すべてに該当する世帯
①事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
②減少することが見込まれる事業収入等以外の所得の合計額が400万円以下であること
③前年の世帯合計所得が1,000万円以下であること

※事業収入等……営業収入・農業収入・不動産収入・山林収入・給与収入
注１）主たる生計維持者とは、原則世帯主を指します。
注２）介護保険料は、２の要件について①と②のみで判断します。
申請期限 令和４年３月31日（木）

個人対象

低所得の子育て世帯への子育て世帯生活支援特別給付金
子育て支援課児童福祉係 ☎028
（677）1333

詳細については、町ホームページをご覧ください。
支 給 額 児童一人当たり一律5万円
※令和３年３月31日時点で18歳未満の児童（障害児の場合、20歳未満）が該当
（ひとり親世帯以外については、令和4年2月末までに生まれた新生児等を含みます。）
支給対象

【ひとり親世帯】

①令和3年4月分の
児童扶養手当受給者の人
②公的年金等を受給していること
により、令和3年4月分の児童扶
養手当の支給を受けていない人
③新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給して
いる人と同じ水準となっている人
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【ひとり親世帯以外】

申請不要

申請が
必要です。
※令和４年
２月28日
（月）
期限

児童の主たる養育者で、令和3年度住民税が非課税の人または新
型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変し、住民税非
課税相当の収入となった人（ひとり親世帯分の受給者を除きます。）
①令和3年4月分の児童手当ま
たは特別児童扶養手当の受
給者で住民税非課税の人
②①以外の人
例）高校生のみ養育している人
収入が急変した人
公務員

申請不要

申請が必要です。
※令和４年
２月28日
（月）
期限

集
③ 特
集

町内に住所を有する個人事業者と町内に主
たる事業所を有し、
事業を営む小規模事業者
内容 飛沫感染の防止を目的に設置するパネル、
つ
い立、スクリーン等の購入及び設置費用に対
し補助金を交付します。
補助金額 対象事業経費の２分の１※上限5万円

② 特

対象

集

商工観光課商工観光係 ☎028
（677）6018

① 特

町内に住所を有する個人事業者と町内に主
たる事業所を有し、
事業を営む小規模事業者
内容 店舗整備、設備導入、販路開拓、新製品の開
発など経営向上に必要な事業費に補助金を
交付します。
補助金額 対象事業経費の2分の1※上限50万円

集

事業者 新型コロナウイルス感染症
対 象 飛沫防止対策事業費補助金

商工観光課商工観光係 ☎028（677）6018
対象

特

事業者 新型コロナウイルス感染症対策
対 象 個人事業者等支援事業費補助金

④ 特

30％
お得!

T O W N

■栃木県地域企業応援一時金
支給限度額 中小法人等 20万円
個人事業者 10万円
申請期限
9月30日（木）

⑥

町内に事業所を有し、引き続き１年以上事業
を営み、前年の売上高が 前々年に比較して
10％以上減少しているなど、売り上げが減少
している事業者（要件有）
内容 運転資金に対して融資を行います。
融資 融資限度額／1,000万円、融資期間／7年以
内、融資金利／1.0％、町補助金／信用保証
料は全額補助・利子補給は3年間全額補助

集

対象

⑤ 特

事業者
対 象 栃木県の各種支援事業

商工観光課商工観光係 ☎028（677）6018

H A G A

集

事業者 新型コロナウイルス感染症
対 象 対策資金融資

県地域企業応援一時金サポートセンター☎028（666）7111
■飲食店への感染防止対策認証制度「とちまる安心認証」
感染防止対策を実施している飲食店を栃木県が
認証し公表することで、県民の皆さんが安心してお
店を利用していただく取り組みです。
とちまる安心認証事務局 ☎028（341）9715

P R E M I U M

芳賀町

5,000

プレミアム商品券

セット限定
1セット10,000円で

13,000円分 のお買い物！
（500円券×26枚）

見本

見本

1

対象／町内在住、在勤者

申し込む
購入希望の人は7月19日
朝刊折込のチラシに付属す
るはがきに、必要事項を記
入し、
お申し込みください。
※お一人2セット
（20,000円）
まで
※8月2日（月）
消印有効

共通券（大型店、小売店） 5,000円分
一般券（小売店のみ）

8,000円分

※購入時に、在住、在勤確認のため、身分証明書を確認します。

引換券が届く
8月下旬、当選者宛て
「購入引換券」
が送付され
ます。

詳細は、7月19日
（月）
折込チラシをご覧ください。

引換券

商品
券

引き換える
指定の時間に会場へお越
しください。引き換えには
運転免許証など身分証明が
必要です。
〇引換日時 9月5日（日）
9：00〜17：00
〇場所 町商工会

町商工会 ☎028（677）0144

広報はが 令和3年７月号
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これがLRT!

LRTで
町全体が
便利に！

イ
ラ
ライト図鑑 ン
vol.1

5月27日早朝、LRT車両「ライトライン」の1編成目が、車両基地（宇都宮市）に
到着しました。新潟県内の製造工場から約13時間かけて陸送されたライトライン。
5月31日には、お披露目式を開催しました。
今回は、納入されたライトラインの車内をご紹介します。

都市計画課 L R T 整備係☎028
（677）6161

座席

サブカラーを基調に
シンボルカラーの黄色を
効果的に配色。

車内モニター
車内モニターは
正面、扉上、中吊の3種類。

握りやすさを考慮したデザイン。
木目部分も持ち手となる。

つり革
31

5/

ライトラインお披露目式
車体を覆っていたシートが外され、シンボルカラー
の黄色を用いた流線形の車体が現れると、参加者から
は大きな歓声が上がりました。
また、福田知事も内覧に駆け付け、見目町長や
宇都宮市の佐藤市長らと、車内をじっくりと見学
しました。
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優先席
扉のすぐ近くにある優先席。
一般席と区別しやすくするため、背もたれと座面は
一般席と異なる配色や柄を採用。

① 特
集
② 特
集
③ 特

〜LRTによる未来の
モビリティ都市の創造〜

集

雷都を未来へ

LRT車両や各種施設など、利用者が接する全ての要素に
おいて、一つのコンセプトに基づきデザインを行い、統一
感を持たせることで明示性や魅力などを高めています。
雷を表現する黄色をシンボルカラーとし、黄色を引き立
たせるダークグレーをサブカラーとしています。
また、高いバリアフリー性を確保し、誰もが快適に利用
できるよう、ユニバーサルデザインを採用しています。

特

イン
ルデザ
タ
ー
ト
プト
コンセ

集
④ 特
集
⑤ 特
集
⑥

日よけ（ロールカーテン）

ライトライン
見学会
好評開催中！

柄は伝統工芸である
「宮染め」をイメージ。

開催日

荷物置き場
座席と座席の間には荷物置き場を
設置。また、背もたれには立客用
の手すりを設置。

時

間

内
対
定

容
象
員

8月21日（土）、22日（日）、24日（火）、
26日（木)、28日（土）、29日（日）
①9：00〜②11：00〜③13：30〜
④15：30〜（各日1時間程度）
LRT車両の見学等
県内に在住または通勤・通学している人
各回抽選20組（20〜30人程度）
※駐車場の都合上、各組1台の車でお越しください。

場

所

車両基地（宇都宮市下平出町）

❶スマホでの申し込みはこちら▷▷▷
ライトライン

見学会

検索

❷往復はがきでの申し込み

ICカード
フリー リーダー
スペース 全ての扉にICカードリーダーを

車いすやベビーカー、
大型荷物などの持ち込
みに対応できるようフ
リースペースを設置。

設置し、どこからでも乗り降り
できる「信用乗車方式」を日本
で初めて採用。totraやSuicaな
どの交通系ICカードが使える。

必要事項を往復はがきにご記入の上、申し込みください。
往信…①代表者の住所・氏名・電話番号・年齢
②参加希望日・時間（第3希望まで選択可）
③応募資格（県内に在住または通勤・通学）
④参加者全員の氏名・年齢
返信…代表者の郵便番号・住所・氏名
申込先…〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号
第2回募集締切
宇都宮市役所LRT企画課
7/19 ㈪
協働広報室 宛

●申込者は、撮影や取材、広報紙などへの写真掲載について承諾いただいたものとします。
●中学生以下の参加については、保護者同伴となります。●できるだけ多くの方がご参加い
ただけるようにするため、1グループ（1家族）1回の申し込み（第3希望まで選択可）とさせて
いただきます。●新型コロナウイルス感染症対策を講じて実施いたします。参加者はマスク
を着用してのご参加をお願いいたします。

ライトライン見学会は今後も継続的に実施していく予定です！
広報はが 令和3年7月号
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あなたも感じますか
“生きにくい社会”
―長期引きこもりと高齢化の対策―
問健康福祉課福祉係☎︎028
問健康福祉課福祉係☎︎028
（677）
1112
健康福祉課地域包括支援センター係☎︎028
（677）
6080

実は身近な「8050問題」
中高年の引きこもり状態の子の生活を、高齢の
親が支えているという「8050（はちまる・ごうま

8050問題
（イメージ）
子

子

（10〜20歳代）

（40〜60歳代）

る）問題」を知っていますか。

約30年後

〉

「引きこもり」という言葉が浸透し始めた約30
年前、引きこもりは「若者の問題」とされていまし
た。しかし今、引きこもりが「長期化」し、子も親
も「高齢化」することで、さまざまな問題が顕著化
してきています。親が高齢になるにつれて困窮の
深刻さは増し、社会的に孤立した家族が生活に行
き詰まる事例が目立ちます。
平成30年度内閣府公表

40〜64歳の
「引きこもり中高年者」

推計約61万3千人
令和元年度栃木県調査結果

引きこもり状態の人またはその疑いがある人
1,209人、
うち40〜60歳代806人
➡
このうち半数以上が8050問題に
直面していることが判明
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親

（30〜50歳代）

親

（70〜80歳代）

引きこもりは
「不登校の延長」ではなく
誰にでも可能性が
引きこもりは、本人の精神疾患や障がいが要因
となっていることが少なくありません。
一方、退職や失業により社会との接点を失った
り、生活困窮に陥ったりすることも引きこもりの
引き金となります。

特
集
① 特
集
② 特

引きこもりは「不登校の延長」ではなく「誰で

集

も、何歳からでもなり得る」のです。

③ 特

きっかけ

因 す る こ と の ほ か「就職できなかった」
「失業し

60 〜 64 歳が最も多いものの、大きな偏りは

集

「引きこもりによる孤立状態」を生じさせないた

必要な支援を届けるために
社会的に孤立している人への対応には、多職

めには、行政だけでなく地域全体で支え合う仕組
みも大切です。
町では、関係機関と協力しながら、支援につな
げる糸口となる地域活動に力を入れています。

種、多機関の連携が必要です。
町

町では、本人や家族の意思に寄り添いながら、
介護や障がい者支援サービスなど必要とされる支
援につなげています。
地域包括支援センター係
保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員

一人一人の実情に合った相談体制
福祉係

町社会福祉協議会等

栃木県

民生委員・児童委員・
地域など

障害児者相談センター・
社会福祉協議会等

孤立を防ぐ地域活動

・高齢者を引きこもりから遠ざける
「生きがいサロン」
・地域交流の場になる「居場所づくり」
・民生委員・児童委員による「地域見守り」
・協力事業所による「芳賀町見守りネットワーク」
（通称みまネット）
・介護について気軽に会話し交流できる
「介護カフェ」

引きこもり、困りごとに関する相談窓口

地域活動への参加方法などの
お問い合わせもどうぞ

☎ 0 2 8（ 6 7 7 ）1 1 1 2

障がい者福祉・就労

健康福祉課福祉係

介 護 予 防

健康福祉課
☎ 0 2 8（ 6 7 7 ）6 0 8 0
地域包括支援センター係 houkatsushien@town.tochigi-haga.lg.jp

困 り ご と

町社会福祉協議会

fukushi@town.tochigi-haga.lg.jp

☎ 0 2 8（ 6 7 7 ）4 7 1 1

※いずれも平日8：30〜17：15、土日・祝祭日は休み
※他の相談機関の連絡先は、町ホームページをご覧ください。▶︎

広報はが 令和3年7月号
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⑥

見受けられない（国の同調査結果より）。

孤立を防ぐ鍵は
“地域での支え合い”

⑤ 特

引きこもりを始めた年齢

集

た」
が要因として判明（先の県の調査結果より）。

▲高齢者向け生きがいサロン（西水沼）

④ 特

・病気や性格、不登校など本人の状況や家庭に起

集

・
「退職したこと」が最多（先の国の調査結果より）。

くらしナビ
━防犯━

アポ電に注意 !

総務課地域安全対策係 ☎028（677）6029

真岡警察署管内でも、アポ電と呼ばれる特殊詐欺等の犯罪の予兆電話がかかってきています。特殊詐欺
の被害の8割が、自宅の固定電話へのアポ電から始まると言われています。

アポ電とは
息子や警察官などをかたり、預金残高や世帯構成、在宅時間などを聞き出し、この情報を利用して特殊
詐欺、空き巣、強盗といった犯罪行為につなげるための電話のことです。
知らない相手から個人情報や銀行口座の情報を尋ねられるなど、不審に思った場合は、まず一度電話を
切り、家族や警察に相談しましょう。

アポ電の事例

警察官?
息子?
お母さん、明日は
1人でいるの?

犯人を捕まえたらあなた
のキャッシュカードを持っ
ていた。使われていない
か残高を確認して欲しい。

実際のアポ電の音声を録音し
たものを公開していますので、
ぜひご覧ください。

アポ電の恐怖 Vol.01〜ニセ息子とニセ郵便局長〜
Movemate（ムーブメイト） 下野新聞社
www.shimotsuke.co.jp

アポ電の多くは固定電話にかかってきています。また、アポ電の犯人は、自分の声を録音されることを
嫌がりますので、会話を録音する機能が付いた電話機などを使うことが有効です。

特殊詐欺対策電話機等の購入補助金制度をご利用ください
詳しくは地域安全対策係までお問い合わせください。

補助金額…購入費の2分の1以内（100円未満切り捨て）※上限5,000円
補助の対象となる特殊詐欺対策電話機等

自動応答録音装置等を備えた電話機、または固定電話機に接続する補助機

補助の対象者

次の要件をすべて満たす人※補助金の交付は1世帯につき1回限り
・町内に住所を有する65歳以上の人またはその世帯の人
・令和元年6月13日以降に特殊詐欺対策電話機等を購入した人
・世帯員全員が町税等を完納している人

補助金の申請に必要な書類
①
②
③
④
⑤
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補助金交付申請書
領収書（購入日、品名、品番、購入費、購入者氏名等が記載され、販売者の領収印が押印されているもの）
購入した機器の機能が確認できる書類（カタログまたは説明書）
印鑑
銀行等の口座番号がわかるもの（通帳等）

広報はが 令和3年７月号

―あなたのCOOL CHOICEが
未来を守ることにつながります―

集
① 特

〜循環型社会
を目指して〜

特

環の町芳賀

集

地球温暖化対策に向けて
「栃木県民」
が取り組む15のこと

② 特
集
③ 特

問環境対策課環境対策係☎︎028
（677）
6041

集
④ 特

町は
「COOL CHOICE とちぎ」共同宣言に賛同しています
町は「2030年度までに温室効果ガス排出量26％削減（2013年度比）」という目標達成のため、県民運動

集

「COOL CHOICE（＝賢い選択）とちぎ」に賛同し、地球温暖化対策を推進しています。この取り組みは、

⑤ 特

クール

チョイス

⑥

いでいくことを宣言したものです。

集

温室効果ガスの排出量の着実な削減、そして、豊かな環境と安心して暮らせる社会を、次の世代に引き継
町が循環型社会を目指し進めている「環の町芳賀」の取り組みも「COOL CHOICE」の一つと言えます。
今ある資源の有効活用が、地球温暖化対策につながります。あなたも賢い選択「COOL CHOICE」してみ
ませんか。

「住まい」
「交通」
「ライフスタイル」
といったさまざまな分野で、
地球温暖化対策に加え健康で快適な暮らしを実現する、
栃木県民が取り組むべき15項目

選ぼう！LED

選ぼう！省エネ家電

取り組もう！夏の遮熱

取り組もう！冬の断熱

選ぼう！省エネ住宅

選ぼう！エコ移動

選ぼう！エコカー

取り組もう！エコドライブ

取り組もう！地産地消

取り組もう！時短料理

取り組もう！服装の工夫

宅急便は一回で!

選ぼう！再エネ

断ろう！不必要なプラスチック

話そう！地球環境問題

広報はが 令和3年7月号
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みんなでいっしょにまちづくり

自治会･行政区に
加入しましょう

いざという時、
あなたの周りに
助け合える人はいますか？

企画課みらい創生係 ☎028
（677）
6012

自然災害が多発する現在、顔の見える地域での活
動や助け合いが重要になっています。
大規模災害の際には、避難所の開設や安否確認、障
害物の撤去など、自治会を中心とした地域での取り
組みが大きな力となっています。

住民同士、
助け合える範囲は？
地域住民同士の助け合いが可能な範囲に
ついて、45.9％が「隣近所」
と答えています。

絆を大切にし、安全安心な
暮らしやすいまちをつくるために
自治会･行政区では
こんな活動をしています！

環境･美化

レクリエーション

・ごみステーションの管理
・道路、公園などの清掃
・花の植栽 など

防

・お祭り
・運動会
・ハイキング など

災

・自主防災組織による
防災訓練 など

情報提供
・広報紙の発行
・回覧板などによる
地域情報発信 など

12
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交通安全･防犯
・防犯パトロール
・交通安全活動
・ながら見守り活動 など

自治会長名簿

（令和3年4月現在）

大字名
会 長 名
祖母井
君 島 俊 一
稲毛田
吉 永 俊 一
上延生
関 本 一 雄
下延生
○手 塚
真
与能
大根田 安 利
下高根沢
菅 又 和 也
下高根沢（南部） 鈴 木 佳 典
下高根沢（北部） 赤 羽
主
下原新町
髙 岡
右
芳志戸
◎黒 﨑 浩 一
八ツ木
神 山
崇
上給
黒 﨑 秀 文
東水沼
○有 坂 隆 志
西水沼
阿久津 英 之
東高橋
水 沼 一 彦
西高橋
髙 野 英 夫

（敬称略）

電話番号
028(677)1763
028(677)0815
028(677)4068
028(678)0181
028(677)0511
028(677)2029
028(677)1208
028(677)3535
028(677)3978
028(677)0563
028(677)3072
028(677)3999
028(677)4556
028(678)0158
028(678)0281
028(678)0005

◎自治会連合会会長、○自治会連合会副会長
※下高根沢自治会は、令和 3 年度と令和 4 年度については
中部の会長が３自治会の代表として自治会連合会に参加
しています。

令和2年度に引き続き、
今年度も自治会連合会会長
を務める黒﨑です。町と自
治会の発展のために努めて
参りますので、皆さまよろ
しくお願いします。
自治会連合会会長
黒﨑 浩 一

はが タウン

7月の納税

インフォメーション

人のうごき

問税務課納税係
☎028（677）
6035
◎固定資産税
2期
◎国民健康保険税

1期

◎介護保険料

1期

◎後期高齢者医療保険料1期
納期限：8月2日（月）

施設休館

詳細は、広報はが7月号差し込み
チラシまたは町ホームページをご

世帯数

5,727戸（± 0戸）

◎転入

23人

◎転出

21人

◎出生

12人

◎死亡

23人

自衛官採用試験
＜自衛官候補生（男女）
＞
募集資格／18歳以上33歳未満
受付締切／年間を通じ募集
一次試験日／受付時に通知
＜一般曹候補生（男女）
＞

募集資格／18歳以上33歳未満
受付締切／9月6日（月）
一次試験日／9月16日（木）〜9月
19日（日）※いずれか1日指定
問自衛隊真岡募集案内所
☎0285（83）7818

イベント講座

健

7月は「社会を明るくする運動」
強化月間・再発防止啓発月間

人材募集 お知らせ
康 相

問町民会館

☎028（677）0009

育

新たな斎場の整備検討について

て

問芳賀地区広域行政事務組合 ☎0285（82）9151
芳賀地区広域行政事務組合では、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、上三川町の1市5町により共同で斎場
の運営を行っています。

知恵の環館だより

芳賀町人・レシピ

現斎場は建設から42年が経過しており、建築物および火葬炉設備について経年的な老朽化や劣化が見られるこ
とや、近年の葬送ニーズやバリアフリーなどへの対応が不十分であるなど、施設設備が全体的に不足している状況

タウンリポート

となっています。
また、今後の高齢化に伴う死亡件数の増加により、現在の施設で対応していくことが困難になると予測されま
す。
これらの課題を解決し、火葬需要に対応できる新たな斎場の整備につい

芳賀チャンネル

て検討が必要となっていることから、今後、芳賀地区広域行政事務組合に
おいて、新斎場の整備に向けて、基本方針や施設規模・能力、建設場所の選
定などの具体的な検討を行ってまいります。
斎場は、人生の終焉において厳粛に最後のお別れをする場所として、誰
もが利用する必要不可欠な施設となりますので、皆さまのご理解、ご協力

周年
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文芸・お便り

をいただきますようお願いいたします。

※掲載内容は令和3年6月24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。

談 子

採用人数／消防職2人程度
受験資格／消防本部ホームページの
［消防職員募集要領］参照（http://
hagakouiki.jp/syoubou/）
1次試験／9月19日（日）教養試
験、適性検査、体力試験（真岡市立
真岡中学校ほか）
締切／8月11日（水）※郵送の場合
当日消印有効
問芳賀地区広域行政事務組合消防本部総務課
☎0285（82）3213

7,703人（− 3人）

税

芳賀地区広域行政事務
組合消防職員採用試験

7,861人（−10人）

女

⑥

覧ください。
問総務課庶務人事係
☎028（677）1111

15,564人
（−13人）

男

集

新型コロナウイルスワクチン接
種や同感染症に対する町の対策な
どの情報は、2〜5ページをご覧く
ださい。

町職員採用試験

人口

特

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。
【町体育館】
一部が破損し安全性が確認でき
ないため、
使用を中止します。
【町B＆G海洋センター】
天井改修工事のため、令和4年3
月31日までプールの営業のみ休
業、
4月1日営業再開予定です。
問武道館
☎028（677）5155
町B＆G海洋センター
☎028（677）0030
【生涯学習センター水橋分館】
耐震基準を十分に満たしていな
いため、
当面の間休館します。
※指定避難所は
「旧水沼小学校」
問町民会館 ☎028（677）0009

人材募集

令和3年5月末日現在
（住民基本台帳登録者数）

広報はが 令和3年7月号
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お知らせ
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料が変わりました
問栃木県後期高齢者医療広域連合 ☎︎028（627）6805
問住民課国保年金係 ☎︎028（677）6038
税制改正によって、令和3年度から給与所得控除額や公的年金等控除額が10万円引き下げられ、基礎控除額が10万
円引き上げられました。
これに伴い、所得の低い人への軽減措置が一部変更になりました。
■国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

➡︎

世帯（被保険者と世帯主）
の合計所得が以下の場合の保険税（料）
の軽減措置について、判定基準が次のとおり変更と
なりました。
軽減割合
7割

令和2年度の基準
［基礎控除額（33万円）］
を超えない世帯
後期高齢者医療保険料については、
かつ年金
収入80万円以下である世帯（そのほかの各
種所得がない場合）

5割

［基礎控除額（33万円）
＋28.5万円×被保険
者数］
を超えない世帯

2割

［基礎控除額（33万円）
＋52万円×被保険者
数］
を超えない世帯

令和3年度の基準

［基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所
得者等の数※−1）］
を超えない世帯

［基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所
得者等の数※−1）＋（28.5万円×被保険者
数）］
を超えない世帯

［基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所
得者等の数※−1）＋（52万円×被保険者
数）］
を超えない世帯

※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす人の合計数のことで、
いない場合は1とします。
①給与収入額が55万円を超える人
②公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える人、65歳以上の場合は125万円を超える人
■後期高齢者医療保険料のみ
後期高齢者医療保険料の軽減措置のうち、特例として実施していた所得の低い人への均等割額の軽減特例措置につ
いては、
国の医療保険制度改革により段階的に見直しが行われてきました。
令和3年度以降は、本来の7割軽減になります。
軽減割合

令和2年度
7.75割

➡︎

令和3年度
7割

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。詳細は4ページをご覧ください。

後期高齢者医療被保険
者証が更新されます

国民健康保険被保険者
証が更新されます

現在お使いの後期高齢者医療
被保険者証の有効期限は7月31日

現在お使いの国民健康保険被保
険者証の有効期限は7月31日（土）

（土）です。8月から使用する被保
険者証は、縦長大判の封筒（茶色）
に入れて7月下旬に郵送します。8
月からは新しい被保険者証を使用

です。8月から使用する被保険者証
は、7月下旬に郵送します。8月から
は新しい被保険者証を使用してく
ださい。なお、現在お使いの被保険

してください。なお、現在お使いの
被保険者証は、8月以降に住民課

者証は、8月以降に住民課に返却し
てください。

に返却してください。
問住民課国保年金係
☎︎028（677）6038

問住民課国保年金係
☎︎028（677）6038
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国民年金保険料の免除申請
国民年金の保険料を納付するの
が困難な人（学生を除く）は、国民
年金保険料の免除申請をすること
ができます。令和3年度分の免除申
請は、7月1日（木）から住民課窓口
で受付を開始します。
※退職特例免除（令和元年12月31
日以降の退職に限る）を申請する場
合は、雇用保険受給者証も必要です。
問住民課国保年金係
☎︎028（677）6038

※掲載内容は令和3年6月24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。

介護保険料が変わりました
問健康福祉課介護保険係 ☎︎028（677）6015
介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、介護給付費の見込みなどをもとに見直しを行いま
す。令和3年度から令和5年度までの3年間は第8期計画期間となります。今回、第8期計画の策定に伴い、介護保険料を
変更しました。
令和3年度から令和5年度の介護保険料（第1号被保険者）
は以下のとおりです。保険料の額は、本人や世帯の収入状
況に応じて、
次の9段階のいずれかに決まります。
介護保険料額
前年比
（年額）

第1段階

・生活保護受給者
・住民税非課税世帯
・本人所得＋年金収入80万円以下の人

0.30
（※）

20,800円

＋1,800円

第2段階

・住民税非課税世帯
・本人所得＋年金収入80万を超え120万円以下の人

0.50
（※）

34,800円

＋3,000円

48,700円

＋4,200円

0.90

62,600円

＋5,400円

1.00
（基準額）

69,600円

＋6,000円

第3段階

・住民税非課税世帯

0.70

・本人所得＋年金収入120万円を超える人

（※）

第5段階

・住民税課税世帯 ・本人非課税
・本人所得＋年金収入80万円を超える人

第6段階

・本人住民税課税
・本人所得120万円未満の人

1.20

83,500円

＋7,200円

第7段階

・本人住民税課税
・本人所得120万円以上210万円未満の人

1.30

90,400円

＋7,800円

第8段階

・本人住民税課税
・本人所得210万円以上320万円未満の人

1.50

104,400円

＋9,000円

第9段階

・本人住民税課税
・本人所得320万円以上の人

1.70

118,300円

＋10,200円

健

・住民税課税世帯 ・本人非課税
・本人所得＋年金収入80万円以下の人

イベント講座

第4段階

人材募集 お知らせ

保険料
（年額）

対象者

税

保険料率

段階

康 相
文芸・お便り

家電リサイクル法対象の家電品
※掲載内容は令和3年6月24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。
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カセ等音響機器など95品目
＜回収できないもの＞

芳賀チャンネル

問住民課住民戸籍係
☎︎028（677）6014

タウンリポート

ドを利用した手続き（特例転入）
や、
マイナンバーカードの交付がで
きませんのでご注意ください。

芳賀町人・レシピ

問環境対策課環境対策係
☎︎028（677）6041

7月13日（火）は、システムメン
テナンスのため、
マイナンバーカー

知恵の環館だより

＜回収できるもの＞
パソコンおよび周辺機器、電話
機、炊飯器、電子レンジ、ゲーム機、
デジタルカメラ等映像機器、ラジ

今後の予定／10月30日（土）、令
和4年3月5日（土）

マイナンバーカードを利用
した転入等ができません

て

ご家庭の家電製品の無料回収を
行います。
日時／7月10日（土）9：00〜11：00
場所／役場東側駐車場

（テレビ、
冷蔵庫、
洗濯機、
エアコン）
、
木製品のスピーカー、
こたつなど
※詳細は町ホームページをご覧く
ださい。

育

小型家電無料回収

談 子

※低所得者保険料軽減により
（国の消費税率引き上げに伴う社会保障充実の一つ）、第1段階から第3段階の保険料率
は、次のとおり軽減されています。
第1段階0.50→0.30 第2段階0.75→0.50 第3段階0.75→0.70

広報はが 令和3年7月号
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お知らせ
祖母井中央土地区画整
理事業分譲受付
受付日時／7月1日（木）
〜4日（日）
平日8：30〜17：15、土日9：00〜
17：00※4日
（日）
は12：00まで
分譲区画数／7区画
申込／宅地分譲申込書に必要事項
を記入の上、
都市計画課に提出
※申込書は、都市計画課窓口での
配布のほか、町ホームページから
もダウンロード可
※申し込み多数の場合には抽選
抽選会／7月4日（日）14：00〜役場
問都市計画課市街地整備係
☎︎028（677）6020

知事と語ろう！とちぎ元気
フォーラムin芳賀
日時／9月11日（土）13：30〜15：00
場所／町民会館多目的室
対象／県内に在住・通勤・通学して
いる人
定員／50人
申込／申込書に必要事項を記入
し、
ファクシミリ・メール・郵送
※申込書は県ホームページからダ
ウンロード可、町企画課広報広聴
係窓口でも配付中です。
締切／8月18日
（水）
問栃木県広報課広聴担当
☎︎028（623）2158
ファクシミリ028（623）2160
電子メールkocho@pref.tochigi.lg.jp
県ホームページ▶︎

令和2年中に
家屋を新築等した人へ
令和2年中に新築、増築および
改築により家屋を取得された人に
は、今月、不動産取得税が課税され
ます。納税通知書が届いた人は、7
月30日（金）までに、県税事務所・
金融機関の窓口やコンビニでの納
付、
またスマートフォン決済アプリ
16
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などによる納付をお願いします。
なお、公共事業のために収用を
受けた家屋または被災した家屋の

下水道排水設備工事
責任技術者試験等

所有者等が代替家屋を取得した場
合は、軽減措置を受けられる場合
がありますのでお問い合わせくだ

町下水道条例により、町公共下
水道および農業集落排水への接続

さい。
問真岡県税事務所不動産取得税担当

☎︎0285（82）2136

消防設備士試験
試験日時／9月12日（日）9：30
試験会場／県立宇都宮工業高等学校
試験の種類／甲種（特類第1類か
ら第5類）、乙種（第1類から第7類）
試験手数料／甲種5,700円、乙種
3,800円
申込／電子申請7月2日（金）
〜7月

13日（火）、書類申請7月5日（月）
〜7月16日（金）※郵送または持参
願書配布場所／消防試験研究セン
ター栃木県支部、県内消防局、各消
防本部（各消防署、各分署）
問一般財団法人消防試験研究センター栃木県支部
☎︎028（624）1022

工事等を行う町排水設備指定工事
店には、当該責任技術者を1人以
上置くことが規定されています。

＜更新講習会＞
期日／10月13日（水）、11月9日
（火）
・28日（日）

場所／栃木市岩舟文化会館ほか
締切／7月30日（金）※当日消印有効
＜講習会・模擬試験、試験＞
講習会・模擬試験日／9月29日（水）
試験日／10月26日（火）
場所／コンセーレ（宇都宮市駒生1-1-6）
申込書配布場所／公益財団法人と
ちぎ建設技術センター、町建設課
締切／8月31日（火）※当日消印有効
問公益財団法人とちぎ建設技術センター
☎︎028（626）3187
建設課下水道係
☎︎028（677）6021

「農地利用集積円滑化事業」
は「農地バンク事業」へ
問町農業公社 ☎︎028（677）6048
令和2年4月1日「農地中間管理事業の推進に関する法律」
が一部改正さ
れ、
これまで町農業公社が実施していた「農地利用集積円滑化事業（以下
円滑化事業）」は、栃木県農業振興公社が実施している「農地バンク事業」
へ統合一体化されることとなりました。
これにより、契約移行等事務手続きを令和5年3月末までに完了するよ
う進めてまいりますので、
ご理解とご協力をお願いします。
・円滑化事業による新規の賃貸契約ができなくなりました。
・円滑化事業を通して賃貸借を行っている農地は契約期間が満了するタ
イミングまたは、現在の契約を解約後に農地バンク事業へ移行をお願
いします。
・農地バンク事業への移行を希望されない場合は、農業委員会が許可す
る利用権設定により相対の賃貸借契約を結んでいただくことになりま
す。相対の契約になりますので今まで町農業公社が行っていた小作料
請求書の送付、農地所有者様への小作料の振替処理は行いません。
現在の賃貸契約や今後の契約移行等について、
ご不明な点がありました
らお気軽にご連絡ください。

※掲載内容は令和3年6月24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。

イベント・講座
プリザーブドフラワー講座
ずっと美しい魔 法のお花 プリ
ザーブドフラワーのアレンジメン
トを作ります。
日時／8月20日（金）9：30〜11：30
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／7月6日（火）〜13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

健康福祉掲示板

問い合わせ先または町ホームペー
ジ「安心して働きたいひとり親家
庭等の皆様へ」
をご確認ください。

7月の栄養相談・こころ
の相談（予約制）

①パソコン講習（Word・Excel基
礎講座）
②巡回相談（就職・転職相談）

場所／保健センター
【栄養相談】8日（木）
【こころの相談】7日（水）、16日（金）

骨髄提供希望者の登録受付
登録を希望する人は、あらかじ
め電話で来所日をお知らせくださ
い。
日時／毎週火曜日13：00〜14：00
（土日、年末年始を除く）
場所／栃木県県東健康福祉センター
問栃木県県東健康福祉センター
☎︎0285（82）3323

予約の上「愛の献血」へのご協力
をお願いします。
＜うつのみや大通り献血ルーム＞
宇都宮市大通り2-1-5 明治安田
生命ビル1階
受付／9：30〜12：30、13：30〜
17：00
＜栃木県赤十字血液センター＞
宇都宮市今宮4-6-33

☎︎028（632）1131
栃木県赤十字血液センター
☎︎028（659）0111

タウンリポート

7月の介護カフェ

芳賀チャンネル

日時／16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
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文芸・お便り

※掲載内容は令和3年6月24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。

☎︎028（677）6080
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芳賀町人・レシピ

上稲毛田2地区

知恵の環館だより

います。
問うつのみや大通り献血ルーム

て

受付／9：00〜12：00、13：00〜
16：30
※成分献血、400・200ml献血
※町での献血は9月頃を予定して

育

上稲毛田1地区

7月は「愛の血液助け合い
運動」月間

談 子

給部1地区

栃木県県東健康福祉センター
☎︎0285（82）2139

康 相

給部2地区

問【①、③、④、⑤について】
栃木県母子家庭等就業・自立支援センター
☎︎028（665）7801
【②について】

健

建設課地籍調査係
☎028
（677）6097

③介護員養成研修
④医療事務
⑤調剤薬局事務

イベント講座

地籍調査を実施します

町 で は、平 成24年 度 か ら
地籍調査を行っています。地
籍調査とは、土地に関する戸
籍調査ともいわれており、土
地の所有者・地番・地目・境界・
面積について、一筆ごとに調
査や測量を行うものです。
今年度は、大字給部、中柏
崎および上稲毛田の一部を実
施します。
正確な調査を行うためには、
関係者の立ち会いのもと境界
を確認するなど土地所有者の
協力が必要です。調査に関し
て、費用の個人負担はありま
せん。皆さんのご協力をお願
いします。

いずれも受講料は無料です。開
催期間や申込方法等の詳細は、各

人材募集 お知らせ

期日／7月2日
（金）
から毎週金曜日
（全12回）
時間／10:00〜11:30
場所／海洋センターホール
内容／膝痛や腰痛の改善を目的と
したストレッチ等の軽い運動
参加費／1回500円（町外在住者

申込／B＆G海洋センターへ電話
問町B＆G海洋センター
☎︎028（677）0030

ひとり親家庭等対象
パソコン講習・就業相談

税

ストレッチ教室受講者募集

600円）
定員／15人（18歳以上）
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相

談

子 育 て

行政相談・人権相談
日時／7月20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

7月の乳幼児健診・相談
【4カ月児健診】
21日（水）
※令和3年3月生
【6か月児相談】
21日（水）※令和2年12月・令和3
年1月生
【10か月児健診】
14日（水）
※令和2年8月・9月生
【1歳6か月児健診】
7日（水）※令和元年12月・令和2
年1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

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

新型コロナウイルス

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）
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
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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

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

子育てひろばぴよぴよ

24時間
（土日祝日を含む）

広報はが 令和3年7月号

問ぴよぴよ
（モテナス芳賀内）

☎028（677）
0110
http://sien677.blog99.fc2.com/

※掲載内容は令和3年6月24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。

知恵の 環 館だより

総合情報館 ☎028
（677）
2525

図書館
ケータイサイト

総合情報館企画展

漆原智良と吉田瑠美
家族と平和の作品展

期
間： 7月17日（土）〜
観覧時間：10:00〜17:00
観 覧 料：無料
場
所：総合情報館展示室

9月5日（日）
1・2

【特別イベント】朗読とトークショー

税

戦後76年『焼けあとのおにぎり』と

今しか伝えられない戦争と平和の物語

吉田瑠美先生

人材募集 お知らせ

漆原智良先生

芳賀町ゆかりの先生が戦争と平和を語ります。
日 時：8月8日（日）14:00〜
場 所：町民会館ホール（要申込）

※新型コロナウイルス感染予防のため、予定が変更となる場合がございます。
お電話または町ホームページでご確認ください。

一般書

☆ 一般書☆

著者名：米澤 穂信
出版社：KADOKAWA

出版社
偕成社
瑞雲舎
徳間書店
福音館書店
ポプラ社

タウンリポート
芳賀チャンネル

図書館おはなし会

日時／7月17日
（土）
11：00〜
場所／総合情報館 多目的室

※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。
広報はが 令和3年７月号
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10

文芸・お便り

─ボランティアさんによる本や紙芝居の読み聞かせ─

周年

発売元
ユニバーサルミュージック
エイベックス・エンタテインメント
ユニバーサルミュージック
JVCKENWOOD

著者名
加藤 休ミ 作
ルイス・スロボドキン 作 小宮 由 訳
鈴木 まもる 作・絵
杉田 比呂美 作
たかどの ほうこ 作 平野 朋子 絵

芳賀町人・レシピ

教科書にも載っている!
歌って学ぶ!英語のうた

歌手名
マルタ・アルゲリッチピアノ
辻井 伸行ピアノ
秦 基博
ヘザー・プラットほか

書 名
デリバリーぶた
コレットとわがまま王女
としょかんのきょうりゅう
みちとなつ
トムと3時の小人

知恵の環館だより

CD

タイトル
マルタ・アルゲリッチ ベスト
笑顔で会える日のために
evergreen 2

クロックワークス
がん哲学外来映画製作委員会
バンダイナムコアーツ
東映ビデオ 東映（販売）

児童書

て

映画おしりたんてい／仮面ライダー電王／映画ふしぎ
駄菓子屋銭天堂／りさいくるずー 東映まんがまつり

発売元

ワーナー・ブラザース
ホームエンターテイメント

出版社
河出書房新社
幻冬舎
講談社
講談社
文藝春秋
朝日新聞出版
祥伝社
祥伝社
PHP研究所
毎日新聞出版

育

DVD

タイトル
出演者
ジョン・デイビッド・ワシントン、
テネット
ロバート・パティンソンほか
82年生まれ、キム・ジヨン チョン ユミ、コン ユほか
がんと生きる 言葉の処方箋
つつんで、ひらいて

著者名
藤沢 周
万城目 学
本谷 有希子
真梨 幸子
辻村 深月
谷川 俊太郎
夢枕 獏
原田 ひ香
坂井 希久子
阿部 和重

談 子

内容：織田信長に叛旗を翻して有岡城に立て籠
もった荒木村重は難事件に翻弄される。村重は、
土牢の囚人にして織田方の軍師・黒田官兵衛に
謎を解くよう求めた。事件の裏には何が潜むの
かー。『カドブンノベル』他掲載に加筆修正。
ＴＲＣ週刊全点案内より転載

書 名
世阿弥最後の花
ヒトコブラクダ層ぜっと上・下
あなたにオススメの
まりも日記
琥珀の夏
どこからか言葉が
JAGAE（ジャガエ）織田信長伝奇行
ランチ酒 今日もまんぷく
雨の日は、
一回休み
ブラック・チェンバー・ミュージック

康 相

『黒牢城』

5・12・19・26・30日

健

今月の一冊

7月の休館日

イベント講座

新着図書案内

芳賀町人 発見！
版画家

髙村 靜江さん（下高根沢）

髙村さんは版画を始め

は、多色刷りの作品の場合、刷る

て50年。第83回新構造

度に微妙に異なる色が出るため、気に入る色が出る

展での 総 務大 臣 賞をは

まで何度も刷るとのこと。満足する作品を仕上げる

じめ、各種展覧会に出展

ことは難しいが、
そこが面白いと笑顔で話します。

し、多くの賞を受賞して

人が自分の版画作品を見て「元気をもらえる」と

きました。版画を始めた

言ってくれたことが印象に残っていると話す髙村さん。

きっかけは、学 校事務と

その言葉がうれしく、版画のやりがいを感じたそう

して工業高校に勤めてい

です。
「版画の題材は、至る所に転がっている。身の回

た時に、版画をやってい

りのものはもちろん、

た先生に誘われたこと。職場のグループに入り、仲

旅行ができる時期に

間と共に版画を始めました。版画ならではの難しさ

なったら、さまざま

はあったものの、幼いころから絵が好きだったことも

な場所を巡って、花

あり、徐々に面白さを感じるようになったそうです。

や樹木、風景など、

版画を作る上では、彫る工程が好きだとのこと。

いろいろなものを版

題材や構図に悩みながら下絵を完成させたあと「ど

画にしたい」と、今後

んな作品になるかな」と、わくわくしながら彫り進め

の抱負を語りました。

るそうです。白黒の版画のほか、多色刷りの版画を
制作することも多く、完成形をイメージしながら、色
ごとにたくさんの版木を彫っていきます。刷る工程で

髙村さんの作品
「落ちたら地獄」▶

改さんの
食

●材料
（4人分）
豚ひき肉･･････････････････････ 200g
酒 ･････････････････････ 大さじ1
砂糖 ･･･････････････････ 小さじ2
Ａ コチュジャン ･･････ 小さじ2
（12g）
しょうゆ
････････････････
小さじ1
自慢レシピ
おろしニンニク ････････ 小さじ1弱
大豆モヤシ････････････････････ 200g
ニンジン ･･･････････････････････ 60g
鶏がらスープの素 ･････････････1g
Ｂ 塩･････････････････････････0.5g
ラー油･････････････････････ 適量
オクラ ･･････････････････････････ 4本
栄養価
（1人分）エネルギー478kcal たんぱく質19.2g
卵 ･････････････････････････････ 2個
脂質13.8g 塩分1.0g
砂糖 ･･･････････････････ 小さじ1
●ヘルシーポイント
塩 ････････････････････････0.5g
〇辛みのある調味料で塩分量をカット。
味付けに濃淡を付けましょう。
油 ･･････････････････････････････ 適量
〇彩りを意識して、見た目からおいしく！
ご飯･････････････････････････1人150g
●作り方
①フライパンに豚ひき肉とＡを入れてよく混ぜ合わせ、弱火から中火で肉に火が通るまで炒めます。
②ニンジンは千切りにし、
モヤシと一緒にゆでます。ザルに上げて水気を切り、熱いうちにＢで調味します。
③オクラはヘタの先端を切り落とし、ヘタと実の境目にあるガクをむき取り、表面のうぶ毛を塩（分量外）でこすりな
がら取ります。塩が付いたまま２分程度ゆでて水に取り、水気を拭き取って薄く切ります。
砂糖と塩を加えて菜箸で切るように混ぜ、
油を引いたフライパンで焼いて錦糸卵を作ります。
④卵は割りほぐし、
⑤器にご飯を盛り、具を飾ります。

ビビンバ

食生活改善推進員は、食を通した健康づくりを推進しています。地域の人々を対象とした教室を開催予定です。
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広報はが 令和3年７月号

タウンリポート & ス ポーツの話題

5/25 人命救助協力者表彰に

見木利夫さん

5/30 東水沼

花とサツマイモの苗植え

人命救助協力者として、見木利夫さん（稲毛田）に芳賀
地区広域行政事務組合消防本部から感謝状が贈られまし

東水沼で花とサツマイモの苗植えが行われました。多く
のイベントが中止となってしまった子どもたちのために、自

た。見木さんを含めた3人は、稲毛田地内のため池で、釣り
中に意識を失って池に転落した人を協力して救出しまし
た。見木さんは「人を助けられて良かった」
と話しました。

治会と保全会が共同で企画したものです。集まった子ども
と保護者らは、丁寧に土を掘り、それぞれの苗を一生懸命に
植えていました。秋にはサツマイモの収穫を行う予定です。
税
人材募集 お知らせ

バレーボール交流大会

会場／茂木町民体育館
結果／優勝 芳賀北小バレーボール部

康 相
談 子

5/19 芳賀地区小学校陸上記録会

育

5/14〜16 芳賀郡市中学校春季体育大会

5/22 芳賀郡スポーツ少年団

健

町消防団員90人が参加し、役場駐車場で中継放水訓
練を行いました。火災を想定してサイレンを鳴らしなが
ら出動し、ポンプ車同士をつないで放水を行いました。
真岡消防署芳賀分署員から指導を受けながら、団員ら
は真剣な表情で取り組んでいました。

イベント講座

6/19 町消防団中継放水訓練

て

［敬称略］
男子コンバインドA 小野寺結士（芳賀北）

第2位
第3位

女子100m
髙久
桃（芳賀東）
女子コンバインドB 髙松 和香（芳賀北）
男子100m
飯塚 悠希（芳賀南）
黒須

美怜（芳賀北）

タウンリポート

女子100m

芳賀町人・レシピ

結果／
第1位

知恵の環館だより
芳賀チャンネル
10
周年

文芸・お便り

結果／優勝
［敬称略］
サッカー男子
弓道男子団体
弓道女子団体
柔道女子団体
ソフトテニス女子団体
弓道女子個人 照井 楓凜
柔道男子個人 55kg級 小林 煌季
90kg級 泉
翔太
柔道女子個人 44kg級 斉藤 杏奈
48kg級 椎野 由菜
63kg級 岡本 亜子
ソフトテニス女子個人
螺良 寧々・廣谷 流凛

「芳賀チャンネル」
で町のさまざまな話題を放送中！ 加入は宇都宮ケーブルテレビ☎028
（638）
8092まで
広報はが 令和3年7月号
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開局から丸10年!

業式
卒
ろん
・
式
もち
は
学
入
会
うぎ を
ゆ
会・お の話題 す
動
運
地域 送していま

芳賀チャンネルに
加入しませんか？

【番組について】企画課広報広聴係
☎028（677）6099
【加入申し込み】宇都宮ケーブルテレビ（株）☎028（638）8092

芳賀
チャン
ネル
は

視聴

料無

り放
たっぷ

料

1日9回、
1週間同じ番組を放送しているよ。
芳賀町役場がお届けする、
芳賀町民が主役の芳賀町民の
ための情報テレビ番組…
それが芳賀チャンネル☆

① 6：00〜 ② 8：00〜 ③ 10：00〜
④ 12：00〜 ⑤ 14：00〜 ⑥ 16：00〜
⑦ 18：00〜 ⑧ 20：00〜 ⑨ 22：00〜
詳しくは、
最終ページの番組表を見てね！

芳賀チャンネルを運営している宇都宮ケーブルテレビでは、さまざまなサービスを行っています。サービスに
関する詳細は、宇都宮ケーブルテレビ ☎028
（6３８）
８０９２までお気軽にお問い合わせください。

▶各種サービス案内・料金表
（一部のみ掲載）※消費税込み
サービス名

再放送サービス

芳賀チャンネルや地上デジタルの
番組を見ることができます。

テレビ
サービス

インターネット
CATV
ひかりネット
サービス

広報はが 令和3年７月号

19,800円

無料
1,936円

「BS デジタル放送」
を
見ることができます。

CS 専門チャンネルなどを
楽しむことができます。

22

利用料金（月額）

BS パススルー

デジタル多チャンネルプラス

固定電話

初期費用

1G

電話番号も電話機もそのまま使えます。

無料

※加入後1年間の
継続利用が条件

3,960円
4,070円
1,100円

※ネットとの同時利用が条件

か

はが の文芸

短 歌

き

緑濃き屋敷の中に木ぼたん花︵大てまり︶

吹く風散りし白じゅうたんに

税

町文化協会では参加者を募集しています︒
詳細は町民会館まで
☎０２８︵６７７︶０００９

整然と並びし麦の穂はひかり
薫風そよぎてさざ波のごとし

人材募集 お知らせ

岡田 ツヤ子 ︵西水沼︶

佐山 美代子 ︵下高根沢︶

顔見知りばかりが通る坂の道

丸山 芳江 ︵ 祖 母 井 ︶

新聞を夫はルーペにて文字を追う

会えば手を振り﹁元気か﹂と言う

めがね

鈴木 みき ︵東高橋︶

色つきし実梅たわわの空家かな

塙 テル ︵祖母井︶

夕立去り賑わい戻る商店街

上野 恭子 ︵真岡市︶

﹁町民俳句講座﹂参加者
※

爪と髭生きてる証伸びるのよ

直井 啓子 ︵祖母井︶

あの二人家柄捨てて結果良し

石川 文治 ︵市貝町︶

われは眼鏡をはずして挑む

俳 句

大村 かし子 ︵下高根沢︶

菅俣 光子 ︵ 祖 母 井 ︶

休日のくつろぐ夕餉梅雨の雷

柳

﹁元気か﹂と絵手紙届く麦の秋

川

災いは身から出た錆胸に当て

大谷津 眞記子 ︵ 芳 志 戸 ︶

コロナ禍にそうだ私も高齢者

山本 美枝子 ︵ 稲 毛 田 ︶
﹁お楽しみ川柳﹂参加者
※

イベント講座

健

あなたの声を聞かせてね！
お便り待ってます！
●身近な出来事や町に関する要望・意見

康 相

芳賀町文化協会会長

駿河富夫さん（稲毛田）からの投稿

談 子

生き方上手編！年をとっても若く元気でいられる
日野原重明医師著作を読んで

育

いくつになっても若々しいと言われるのだとすれば、常

て

に新しい自分との出会いを大切に過ごしているからだと思

知恵の環館だより

います。自分のこだわりややり方はこうだとか、自分の性
質はこういうものだと決め付けないで過ごすことです。人
間というものは不思議なもので、苦しいとき、逆境のとき
鈴木モコさん
（西高橋）

高松イクさん
（下高根沢）

芳賀町人・レシピ

こそ、本物の自分に出会うことができるのです。
楽しく生きていきたいものですね。年を重ねても。

タウンリポート

高松イクさん（下高根沢）からの投稿
数多くのヒット曲を生み出した船村徹氏の軌跡が綴ら
れた本を読みました。「心こそ命であり、人と別れたり

芳賀チャンネル

人に裏切られたり人を傷つけてしまっても、生きていか
ねばならない・闘わねばならない自分をおぞましく思う
ことが私にもある」と語る彼の人情に触れることができ

文芸・お便り

らもずっと歌いつがれることでしょう。

10
周年

ました。船村演歌の情感あふれるメロディーが、これか

宍戸スミ江さん
（下高根沢）

「偉大人メロディー流れ涙する」

〈お便りの宛先〉 〒321-3392 芳賀町大字祖母井1020 企画課広報広聴係 ☎028
（677）6099

広報はが 令和3年７月号

23

地上デジタル101CH

10

リモコン番号
放送開始
時間
① 6:00
② 8:00
③ 10:00
④ 12:00
⑤ 14:00
⑥ 16:00
⑦ 18:00
⑧ 20:00
⑨ 22:00

芳賀チャンネル番組表 2021
宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092

5 〜 11

12 〜 18

7/

7/

ナビゲーター：住民課 北條彩加

7/5（月）〜8/1（日）

企画課広報広聴係 ☎028（677）
6099

19 〜 25

7/

26 〜8/1

7/

ナビゲーター：住民課 大根田葉月 ナビゲーター：健康福祉課 小林成裕 ナビゲーター：健康福祉課 坂本汐里

芳賀 N a v i

芳賀 N a v i

芳賀 N a v i

芳賀 N a v i

News

News

News

◆八ツ木の丘ひまわり植栽

◆就活フェア2021 in 芳賀

◆芳賀中学校1年生がライトライン見学 ◆天満宮夏詣・あじさい祭り

◆地方自治功労賞に

◆有限会社サンクリエイトから ◆県土整備委員会
消毒液機寄贈

大林幹侑さん

◆土砂災害警戒区域点検

◆消防団中継放水訓練

◆西水沼健幸塾
◆東高橋でコキア植栽

News
◆認定こども園のぶ幼稚園七夕まつり

◆固定資産評価審査委員に

◆みずはし保育園たなばた
◆西高橋健幸塾

飯塚表男さん
◆JAはが野梨部会が町長に
ハウス梨出荷開始を報告

◆芳賀北小学校生き物調査
◆イラスト紹介

◆上給地域資源保全会生き物調査
スポーツ大好き

子育てガイド

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

芳賀町民の歌

芳賀町民の歌

芳賀町民の歌

芳賀町民の歌

進め！われらの公共交通

知恵の環

芳賀・宇都宮LRT車両
「ライトライン」編

〜企画展について〜

みんなの民話

芳賀町役場から
こんにちは

天狗の羽扇・替え玉

各課からのお知らせ

◆午前6時か

館だより

ふく

しの 部

芳賀町人発見！
〜版画

髙村靜江さん〜

屋
〜ごみの分別〜

ら2時間おき
に番組が始ま
ります。
◆1日9回同

はがタウンインフォメーション はがタウンインフォメーション はがタウンインフォメーション はがタウンインフォメーション

じ番組を放送
しています。
◆1サイクル

体験×LRT

体験×LRT

体験×LRT

体験×LRT

利用者編

ドライバー編

利用者編

ドライバー編

エンジョイスリム体操

エンジョイスリム体操

エンジョイスリム体操

エンジョイスリム体操

2020 Part 9

2020 Part 10

2020 Part 1

2020 Part 2

120分構成。
◆テレビ内番
組表をご利
用ください。
（原則毎週日
曜日更新）
◆番組内容
は予告なく変
更する場合が
あります。ご
了承ください。

7月ごみカレンダー

環境対策課 ☎028
（677）
6041
下高根沢
収集地区 祖母井・稲毛田 上延生・下延生

分

類

もえるごみ
もえないごみ・
びん類・衣類布類
紙・カン類・
ペットボトル
家庭粗大ごみ
個別回収

上稲毛田・給部 与能・打越新田
東水沼
芳志戸・八ツ木 東高橋・西高橋 西水沼・北長島
上記黒字の地区は火・金
上記色字の地区は月・木

15日
（木）

20日
（火）

21日
（水）

7日
（水）
19日
（月）

8日
（木）
21日
（水）

9日
（金）
26日
（月）

28日
（水）
（21日（水）
までに事前申込が必要）

「広報はが」個別郵送します

庁舎の業務案内
業務時間

業務内容

問い合わせ

平日
8:30〜17:15

通常業務

各課

日直室
土日祝
死亡届など戸籍関係の
☎028（677）1111
8:30〜17:00
届出のみ
※毎週木曜日の窓口一部延長、毎月第3土曜日の休日開庁は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。

新聞をお取りでない世帯には、
個別に郵送しますので、
企画課広報広聴係☎028
（677）
6099までご連絡ください。
芳賀町ホームページ
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