
※掲載内容は令和3年8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
9月の乳幼児健診・相談
【4カ月児健診】
29日（水）※令和3年5月生
【6カ月児相談】
29日（水）※令和3年2月・3月生
【10カ月児健診】
15日（水）※令和2年10月・11月生　
【1歳6カ月児健診】
1日（水）※令和2年2月・3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。
※臨時閉所／9月12日（日）まで（予定）
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

相　　談
行政相談・人権相談
　毎週第3火曜日の定例相談は、
当面の間中止しています。
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

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

http://sien677.blog99.fc2.com/

ホームページ Twitter

新商品ポワールパルフェ
土・日曜日限定販売
　芳賀町産の梨をたっぷり使ったポ
ワールパルフェを650円で販売。

はがジェラート

9月23日㈭10:00～
ロマンの湯　開業26周年

豊水梨の販売会　
9月11日㈯・12日㈰9:00～

友遊直売所　☎028（677）6466

・先着100名様にタオルプレゼント
・wポイントサービス
9月25日㈯・26日㈰
焼きさんま販売

地方発送承ります。
割引券の配付も行います。

新米の販売会　
9月18日㈯・19㈰9:00～
無料配布も実施します。

　芳賀町特産の梨・新米を、この機会にぜひお楽しみくだ
さい。

友遊はが☎028（677）6000　ロマンの湯☎028（677）4126

道の駅はが
水曜日定休

友 遊 は が
ロマンの湯 インフォメーション

屋外広告物適正化旬間
9月1日㈬～10日㈮

　町内に看板などを立てる場合
は、栃木県屋外広告物条例が適用
され、一部を除き許可が必要です。
問都市計画課都市計画係

☎028（677）6020
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QR（写真後日）

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

9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

蔵書点検による休館のお知らせ

展示室など文書館・博物館も休館となりますので
ご注意ください。

期間／9月28日（火）～10月1日（金）

今月の一冊 ☆一般書☆

13・21・27～30日

内容：念願かなって、海外旅行の添乗員になっ
た遙。アイスランド、スロベニア、パリ、西安
で、ツアー参加者それぞれの特別な瞬間に寄り
添う。ところが2020年、予想外の事態が―。
『Webジェイ・ノベル』掲載を単行本化。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『たまごの旅人』
著者名：近藤 史恵
出版社：実業之日本社

一般書
書　名 著者名 出版社
推理大戦 似鳥 鶏 講談社
とにもかくにもごはん 小野寺 史宜 講談社
バスクル新宿 大崎 梢 講談社
みとりねこ 有川 ひろ 講談社
九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子 小学館
やさしい猫 中島 京子 中央公論新社
結 妹背山婦人庭訓 波模様 大島 真寿美 文藝春秋
存在しない時間の中で 山田 宗樹 角川春樹事務所
暮鐘 東京湾臨海署安積班 今野 敏 角川春樹事務所
シークレット・エクスプレス 真保 裕一 毎日新聞出版

書　名 著者名 出版社
きんたろうようちえん やぎ たみこ 作 あかね書房
カイとティム 影の国のぼうけん 石井 睦美 作　ささめや ゆき 絵 アリス館
ことりのおまじない おおなり 修司 文　丸山 誠司 絵 絵本館
介助犬チェリーのパピーウォーカー 山口 理 作　岡本 順 絵 文研出版
ふしぎな月 富安 陽子 文　吉田 尚令 絵 理論社

児童書TBSテレビ
ポニーキャニオン（販売）
NBCユニバーサル・
エンターテイメント

ワーナー・ホーム・ビデオ

トランスワールド
アソシエイツ

ジュディ・ガーランド、
レイ・ボルジャーほか

エリザベス・モス、
オリヴァー・ジャクソン=コーエンほか

DVD

CD
タイトル 歌手名 発売元
HAYATOSM 角野 隼斗 eplus music
ワンダー ショーン・メンデス ユニバーサルミュージック
VINTAGE DENIM 林原 めぐみ King Record
ディズニーベビー  ユニバーサルミュージック

町内で発掘された土器や埴輪を
展示します。

漆原智良朗読・トークショー動画配信中

「今しか伝えられない戦争と平和の物語」

　ぜひご覧ください。

期間／９月30日（木）まで

タイトル 出演者 発売元
糸 菅田 将暉、小松 菜奈ほか
透明人間 
オズの魔法使 
天気の子  醍醐 虎汰朗、森 七菜ほか声の出演 STORY
アメージング・ネイチャー

※状況により、休館期間が延びる場合があります。開館が決定
次第、芳賀チャンネルや町ホームページにてお知らせします。
再開となりましたら、ぜひご利用ください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の期間を臨時
休館します。
　ご了承ください。

期間／11月28日（日）まで
観覧時間／開館中
場所／総合情報館交流ラウンジ

芳賀町の考古

臨時休館期間　9月12日（日）まで ※予定

ミニ展示

臨時休館のお知らせ

期　　間／ 9月5日（日）まで
観覧時間／9:30～17:00
場　　所／総合情報館展示室 1・2
観 覧 料／無料

漆原智良と
　　吉田瑠美
家族と平和の作品展

総合情報館企画展
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