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9月14日（火）体育祭（芳賀中学校）
特集①
②
③
④
⑤

新型コロナウイルス関連情報
自分の命は自分で守る③
今やっておくべき5つのこと
持っていますか？totra
令和4年度保育園・認定子ども園
入園受付案内
ほ場整備事業「芳賀町北部第2地区」が
間もなく着工

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

▲電話帳に登録を！

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関する情報（９月24日現在）
町民の皆さんのご理解とご協力により、町集団接種は、11月中に希望する人への接種
が完了する見通しです。このため、12月以降は集団接種の規模を縮小していきます。 お
早めの予約をお願いします。
なお、未接種者への接種機会は今後も設けていく予定であり、町は全ての町民の皆さ
んが２回接種するのに必要なワクチンを確保していますので、ご安心ください。

〈芳賀町の新型コロナワクチン接種率〉
１回目接種率：76.8%（接種者：10,793人）
２回目接種率：60.4%（接種者：8,484人）
※９月24日現在、12歳以上の町民

10代 、20代といった若い世代
の感染のほか、年代問わず家庭内
での感染も増えています。
感染拡大を防ぐため、一人でも
多くの皆さんの早めの接種をお願
いします。

10月27日以降の集団接種の予約受付中
10月27日（水）以降の集団接種１回目・２回目の組み合わせは、次のとおりです。
場所／町農業者トレーニングセンター

１回 目 日 程

２回 目 日 程

受

付

時

10月27日（水）

11月17日（水）

10月28日（木）

11月18日（木）

10月31日（日）

11月21日（日）

9:00〜12:00

11月 ４ 日（木）

11月25日（木）

14:00〜15:30

11月 ７ 日（日）

11月28日（日）

9:00〜12:00

11月 ９ 日（火）

11月30日（火）

11月10日（水）

12月 １ 日（水）

11月11日（木）

12月 ２ 日（木）

14:00〜15:30

14:00〜15:30

【予約方法】

電話予約

【町新型コロナワクチンコールセンター】
☎028（678）8773 対応時間 8:30〜17:00（平日のみ）

インターネット予約
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【町予約システム】

間

※24時間予約可能▶

特
集

新型コロナウイルス感染症対策係 ☎028（678）8773

① 特
集
② 特

情報を正しく理解してワクチン接種を！

集

正しい情報を得た上で、よく考えて判断しましょう。なお、ワクチン接種は強制されるものではありません。

③ 特

町は、なぜ新型コロナウイルスワクチンの接種を進めているの？

集
④ 特

もし、感染しても重症化を防ぎます。

95%

⑤

・ワクチン2回接種後の発症予防効果は、約

集

人にうつす可能性を減らす効果が期待されています。

100人中95人に効くという意味ではなく、接種した人の発症率が接種しなかった人の発症率より
95％少ないという意味です。

・効果が出るのは２回目を接種してから、ファイザー社製は７日目以降、
モデルナ社製は14日目以降です。（町集団接種はファイザー社製）
ワクチンは、医療機関の負担を減らし、多くの人を救う重要な手段にもなります。
ワクチンの副反応とは？

接種する日に気を付けることは？

副反応とはワクチン接種が原因で起こる反応のこと。
Q. 副反応はいつ出ますか？
A. 接種した1〜2日後に出ることが多いですが、ほと
んどは3日以内に回復します。数日経っても体調が回
復しない場合は、かかりつけ医等に相談しましょう。
Q. どんな症状ですか？
A. 主に接種部位の痛み・腫れ、倦怠感や頭痛、筋
肉痛、発熱などがあります。
発熱時は、市販の解熱剤を使っても構いません。

○

激しい運動は避けましょう
飲酒は控えましょう
入浴は可能です

＊ポイント＊
副反応が生じたときのために、接種当日
や翌日には、体に負担のかかる予定は入れ
ないようにしておくと安心です。

ワクチン接種を終えた後も感染予防策を！
マスク着用・３密の回避・手洗い・消毒を継続してください。

３密の回避

マスク着用

手洗い・消毒

みっしゅう

密集

みっぺい

密閉

みっせつ

密接
広報はが 令和3年10月号
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シリーズ「自分の命は自分で守る」
（全4回）③

災害が起きてからでは間に合いません!

今やって おくべき

1

①家の安全対策をしておく
家の外

5

つのこと

問総務課地域安全対策係☎︎028
問総務課地域安全対策係☎︎028
（677）
6029

2

②身の守り方を知っておく
浸水が起きたら

・屋外に置いてある物を、強風で飛ばされないよ

建物内にいたら

うにしておく

・2階など少しでも高い場所へ避難する

・屋根瓦や雨どい等が固定されているかを確認し

自動車内にいたら

ておく

・ドアが開けられない場合は、ハンマーなどで窓

家の中

ガラスを打ち破り、脱出する

・手の届くところに懐中電灯、スリッパ、ホイッ
スルを置いておく
・家具が倒れないよう固定しておく
・万が一家具等が倒れても、部屋の出口や通路が
ふさがれないようにしておく
・落ちると危険な物を家具の上に置かない

地震が起きたら
家では
・頭を保護し、丈夫な机の下などに隠れる
・あわてて外に飛び出さない
・無理をして火を消そうとしない

特に昭和56年5月31日以前に建築された木
造住宅は、耐震性の有無に注意しましょう。
町は、耐震診断・改修等の助成を行っています。
問都市計画課都市計画係☎028（677）6020
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ホイッスル
ライト、ラジオ
連絡メモ
充電器
飲料 など

集
④ 特
集

非常食
貴重品
携帯電話
救急用品
懐中電灯 など

③ 特

飲料水
食料品
衣類
燃料
衛生用品 など

常時携行品

集

非常持出品

⑤

※感染症対策の物品を加えましょう
エレベーターでは

マスク、手指消毒用アルコール、ウェットティッ

・すべての階のボタンを押して最寄りの階に停止

シュ、体温計

させ、すぐに降りる

水とカセットコンロなどの熱源は必需品

山やがけ付近では

水…飲料水と調理用水として一人1日約3L

・斜面から離れる

カセットボンベ…一人 1週間当たり約6本

屋外では
・ブロック塀など倒れるおそれがあるものから離
れる
・看板やガラス窓から離れる

食品の備蓄におすすめ
消費しながら蓄える「ローリングストック法」
普段食べているカップめんや缶詰、インスタント
味噌汁などを少し多めに買い置きし、賞味期限の
古いものから消費し、食べたらその分を補充する。
補充する

蓄える

自動車運転中では
・ハザードランプを点灯し、

ローリングストック

ゆるやかに速度を落とす
食べる

電車やバス乗車中では
・つり革や手すりにしっかりつかまる
避難が必要になったらすぐ避難
できるよう、避難所や避難経路を
芳賀町防災web
ハザードマップで
に掲載中▶︎
確認しておきましょう。

② 特

備蓄品

3

集

・あわてて出口に走り出さない

① 特

・頭を保護し、陳列棚などから離れる

③最低3日分の備蓄品
などを揃えておく

集

・係員の指示に従う

特

人が大勢いる施設では

・非常食
・日常食品
・持ち歩き用品

非常持出品は、すぐに持ち
出せるようリュックサックに
詰めて保管しましょう。
《避難の際の服装》
底が厚めの運動靴、帽子や
ヘルメット、軍手やゴム手袋、長袖・長ズボン、
雨カッパ、タオル、マスク など

広報はが 令和3年10月号

5

④情報収集の手段を
知っておく

4

5

⑤安否情報の確認方法を
家族で決めておく

防災や減災のためには、情報収集も大切です。

携帯電話を持っていても、災害時は回線がつな

テレビやラジオのほか、インターネットやスマー

がりにくく連絡が取れない場合があります。大災

トフォンアプリなどから積極的に最新情報を仕入

害発生時の安否確認には、以下のサービスが利用

れ、身を守る行動を取ってください。

できます。

携帯電話

町は、以下の手段で
避難情報等を発信します
・芳賀チャンネル、NHK のデータ放送
・緊急速報メール（エリアメール）
・芳賀町防災 web
・芳賀町防災メール
・Yahoo! 防災速報アプリ
▲芳賀町防災
・防災行政無線
メール配信は
こちら
無料電話 0800-800-3799
※放送から30分以内

災害用伝言版（文字情報登録）
携帯電話各社のポータルサイトから登録
★登録された伝言は、携帯電話やパソコンなどで、
電話番号を基に検索して閲覧できます。

一般加入電話や公衆電話、一部のIP電話
災害用伝言ダイヤル（音声録音）

局番なしの「171」
★伝言の録音・再生ができます。
出典：内閣府ホームページ、政府広報オンライン

今年は 水害 をテーマに実施します

町・自主防災組織合同防災訓練

総務課地域安全対策係
☎028（677）6029

令和元年の台風19号、令和2年の7月の九州豪雨、今年8月の西日本を中心とした大雨など、大規模
な災害が毎年各地で発生し、大きな被害をもたらしています。頻発する大規模災害に備え、町では平
成30年から自主防災組織
（自治会）と合同での総合防災訓練を実施しており、今年度も実施します。
各家庭においても、日ごろから災害の備えや実際に災害が起きたときにどうするかを話し合い、い
ざという時に迅速に対応できるように備えておきましょう。
日

時／10月17日
（日）
8：30開始（8：30に防災行政無線が流れます。）
※災害により警報が発令されたときなど、令和4年2月6日
（日）
に
延期する場合があります。

想

定／水害

内

容／町：災害対策本部図上訓練、避難所設置訓練
各自主防災組織：各地域公民館での臨時避難所の開設訓練、情報伝達訓練、各自主防災組織の
実情に応じた訓練

昨年度の訓練の様子

6

広報はが 令和3年10月号

特
集

持っていますか？

① 特
集
② 特
集
③ 特

ト ト ラ

ス イ カ

集

今年の3月21日からスタートした地域連携ICカード
「totra」
。
Suicaの機能に加え、

⑤

交通ポイントなど地域独自のサービスを受けられる全国初の交通系ICカードです。
関東自動車やジェイアールバス関東、
LRT、
全国の鉄道等
（Suicaなどの全国相互
利用カードが使えるエリアの鉄道等）
で使えます。

totraってどんな意味？

バス・LRT・鉄道などの公共交通機関を使った移動
がよりスムーズに、快適になることを目指し、
「 総合
トータル
的」という意味の「total」と、
「 輸送」という意味の
トランスポーテーション
「transportation」
を組み合わせて
「総合的に輸送を
つなぐICカード」
としてネーミングされました。

使い方は？

totraにチャージ（入金）をすると、バスやLRTに乗
り降りするときに、
ピッとタッチするだけで、運賃を支
払うことができます。また、電子マネーとして
マークのあるコンビニや飲食店、自動販売機などでも
利用できます。

totraの使い方

バス
編

後ろ扉から乗って
乗るときは
ここをタッチ！

ピッ

前扉から降ります
ピッ

totraの良いところは？

●複数の定期券を1枚に！
バス定期券とJR東日本が発売する鉄道定期券を1
枚にまとめることができますので、スムーズな乗り継
ぎが可能です。
●交通ポイント制度！
totraでバスやLRTに乗車すると、利用区間の運賃
の2％が「交通ポイント」として貯まります。貯まった
交通ポイントは、利用区間の運賃と同額まで達してい
た場合、
自動的に運賃が差し引かれます。

降りるときは
ここをタッチ！

チャージも
ここから
カードを置いて
現金を入れれば
チャージ完了！

どこで買えるの？

町内では、
ジェイアールバス関東宇都宮支店で購入
できます。その他、関東自動車の営業所や定期販売窓
口でも取り扱いをしています。

ジェイアールバス関東宇都宮支店

〒321-3325芳賀町芳賀台110-6
（芳賀工業団地内）
☎028
（687）
0671 営業時間9：00〜17：30

④ 特

都市計画課公共交通係 ☎028（677）1717

集

バス・LRT・電車・お買い物もこれ1枚！

ご利用方法や
交通ポイント制度など、
詳しい情報はこちら

広報はが 令和3年10月号
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令和４年度 保育園・認定こども園

入 園 受 付 案 内

子育て支援課児童保育係 ☎028
（677）
6024
町は、安心して子育てができる保育サービスや子育て支援の充実を図っています。
子育てに負担や不安のない環境を整え、質の高い教育・保育を提供します。
令和4年度内の町内保育園・認定こども園への入園を希望する人は、申し込み期間内に手続きをお願いします。

まずは、お子さんの認定区分をチェック！
あなたは

保育の利用
を希望
しますか

令和４年
４月２日現在

2号認定です。

はい

利用できる施設は
保育園・認定こども園
です。

いいえ

はい

3歳以上

はい

あなたは

ですか

保育の利用

いいえ

3号認定です。

はい

利用できる施設は
保育園・認定こども園
です。

を希望
しますか

保育を必要
とする事由※に
該当しますか

いいえ

はい

※9 ページ上部参照

いいえ

令和４年
４月２日現在

3歳以上
ですか

いいえ

はい

幼稚園・
認定こども園
を希望しますか

あなたは

1号認定です。

利用できる施設は
認定こども園・幼稚園
です。

あなたは

認定対象外です。
いいえ

利用できる施設は
幼稚園の子育て支援事業・
一時預かり・ファミリーサ
ポートセンター事業・子育
てサロンなどです。

子育てに関するご相談は、
町子育て世代包括支援センター
「にこっと」
までお気軽にどうぞ
☎028
（677）6040
kosodate@town.tochigi-haga.lg.jp 平日8：30〜17：00 ※土日、祝日は休み

町内の
保育施設

芳賀町立祖母井保育園

【所在地】芳賀町大字祖母井293−1
☎028（677）0220
【保育年齢】0〜5歳
【利用定員】2・3号認定140人
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社会福祉法人

上野福祉会

みずはし保育園

【所在地】芳賀町大字西水沼2241−1
☎028（678）
0511
【保育年齢】0〜5歳
【利用定員】2・3号認定90人

特
集

保育を必要とする事由

① 特
集

保育所等に入所できる児童は、保護者が次のいずれかに該当すると認められる児童です。

② 特

※保護者とは、児童の父母、同居または敷地内同居の 64 歳以下の祖父母等です。

集

・仕事をしている
・妊娠中（産前 6 週、産後 8 週）や出産のとき
・病気やけが、または心身に障害があるとき
・家庭で病人や障害者の世話をしているとき
・その他、お子さんの保育ができない特別な事情があるとき

③ 特
集
④ 特

１号
認定

2・3号
認定

⑤

申し込み期間

集

申し込み手続き
必要書類

書類配布・
申し込み場所

手続きの流れ

各園

①園に直接申し込む。
②園から入園の内定を受ける。
③園を通じて町に認定の申請
をする。
④園を通じて町から認定証の
交付を受ける。
⑤園に入園の手続きをする。

子育て支援課

①町に保育の必要性の認定と
保育園などの利用希望を申
し込む。
②希望や施設の空き状況によ
り町が利用調整する。
③利用先決定後、町から認定
証の交付を受ける。
④園に入園の手続きをする。

受付中
※事前見学や説明
会については、各
園に直接お問い
合わせください。

各園によって異なります。

・保育園等利用申込書
・保育の必要性を証明する書
10月1日（金） 類（勤 務 証明書など、事由に
よって書類は異なります。）
〜29日（金）・チェックシート
・申請する保護者、家族のマイ
※平日のみ
ナンバーが確認できる書類
・身分証明書

確認！次の場合には…
来年度途中の入園を
希望する人

来年度の途中で保護者の産休・育休期間が終わり、その時点からの入園を希望
する場合も、期間内に申し込みが可能です。

出産予定がある人

令和４年度内の入園を希望する場合に限り、出産予定での申し込みが可能です。

社会福祉法人

ミドリ福祉会

第三ミドリ保育園

【所在地】芳賀町大字西水沼2422−6
☎028
（678）
1114
【保育年齢】0〜5歳
【利用定員】2・3号認定30人

社会福祉法人

絆の会

幼保連携型

認定ひばりこども園

【所在地】
芳賀町大字芳志戸1024
☎028（677）1407
【保育年齢】0〜5歳
【利用定員】2・3号認定110人

学校法人

城興寺学園

幼保連携型

認定こども園のぶ幼稚園

【所在地】芳賀町大字下延生495−1
☎028（678）0385
【保育年齢】0〜5歳
【利用定員】1号認定75人（幼稚園部分）
2・3号認定95人（保育部分）
広報はが 令和3年10月号
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さらなる町の農業振興につなげる

ほ場整備事業「芳賀町北部第2地区」
が間もなく着工

芳賀農業振興事務所農村整備部整備課 ☎0285（82）4939
町農政課農村整備係
☎028（677）6045
町土地改良区
☎028（677）0101

栃木県が事業主体となり、令和元年度から換地計画
作成や測量設計を行ってきた祖母井・上延生・芳志戸
地内のほ場整備事業「芳賀町北部第2地区」が、この秋
着工します。
今後、詳細設計を順次進めながら、稲刈り後から冬
を中心に、毎年工事が行われる予定です。

事業対象区域

「耕作しやすい農地」
「貸し借りしやすい農地」に整えます
町内のこれまでのほ場整備率は94.8％で、県内2
位の実施率ですが、町内でも農業者の高齢化が進ん
でいるほか、人口減少等により担い手の確保が懸念
される状況にあります。
この問題の解決に向けた一つの手段として、農業
生産性の向上や農地集積・集約化を目的に、田畑の
大区画化や水路・農道などの整備を行います。

事 業 名
地 区 名
受益面積
総事業費
事業期間

県営農地整備事業
（経営体育成型）
芳賀町北部第2
約200ha
約30億円
令和元年度～

※令和3年10月時点

スマート農業への取り組み

▲地区内で行われた勉強会

▲水位センサー（写真右奥の機器）
と給水ゲート

農業の現場では、負担軽減や人手不足の解決などが
長年の課題ですが、近年、ロボット技術やICT（情報通
信技術）を活用して省力・高品質等を実現する新たな
農業「スマート農業」が注目されています。
本地区においても、稲作で多くの時間を要する水管
理の負担を軽くする「自動給水システム」を、希望す
る担い手が導入できる仕組みを作りました。この給水
システムは、スマートフォンを使って遠隔操作ができ
ます。今年7月には町内において勉強会が開催されるな
ど、今後の普及が期待されています。

10
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環境への配慮

▲調査で確認された生き物たち
左上：タモロコ、 右上：シジミ
左下：ミズカマキリ、 右下：ギンブナ

農業や農村は、多くの生き物のゆりかごで
あったり、四季折々の景色に彩りを添えたり、
食糧生産以外の多くの大切な機能を持ってい
ます。
農業の生産性向上等との両立は簡単ではあ
りませんが、現状を把握しながら、環境への
配慮に取り組みつつ、事業を進めていきます。

特
集
① 特
集
② 特
集
③ 特

今年度の工事区域・時期
左図に赤色で示す区域

④ 特

工事区域

集

遊水地

（計22ha）
10月頃〜令和4年4月頃

⑤

工事時期

集

市の掘

※準備期間があるため、工事開始は11月頃
となる予定です。
※工事完了時期は、天候等の影響を受ける
ため前後する場合があります。

五行川

お願い

愛宕堰

農地の条件改善のため、多くの基
盤土を運び入れる工事となります。
期間中は、下図に赤線や緑線で示
す道路を、多くのダンプトラックが
通行します。ご理解とご協力をお願
いします。

ロマンの湯
道の駅はが

土砂の運搬経路

芳賀北小学校

実線：土砂置き場から現場へ
破線：現場から土砂置き場へ

工事エリア

土砂置き場（町）

工事期間中、運搬経路となるた
め、道の駅北側の五行川ロマン
親水公園（駐車場含む）は使用
することができません。

生涯学習
センター

下高根沢

上延生

道の駅はが

祖母井

芳賀東小学校

土砂置き場（県）
祖母井南

広報はが 令和3年10月号
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マイナンバーカードが
健康保険証として利用できます
医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードの健康保険証利用が
可能になります。
利用できる医療機関・薬局は、右のステッカーやポスターが目印です。
また、厚生労働省ホームページでも案内しています。
※従来の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。

ステッカー

厚生労働省
ホームページ

ポスター

どんないいことがあるの？
本人が同意をすれば、
初めての医療機関等でも、
特定健診情報や今までに使った
薬剤情報が医師等と共有できる！

マイナポータルで
自身の特定健診情報や
薬剤情報・医療費通知情報が
閲覧できる！

マイナポータルを通じた
医療費通知情報の自動入力で、
確定申告の医療費控除が
よりかんたんに！

お薬

限度額適用認定証がなくても
高額療養費制度における
限度額を超える支払いが免除される！
期限

有効

者証

受給

高齢

保険

健康

国民

日
日

月

年

月

年
番号

日

年月

健康保
険限度
額適用
認定証

交付

記号

年

記号

住所

世
帯

主

就職・転職・引っ越しをしても
健康保険証としてずっと使える！
医療保険者が変わる場合は、
加入の届出が引き続き必要です。

年

生年月日

日
月

適 氏名
用
対
象 生年月日
者

年

負担
一部 割合
金の
期日
発効
号
者番 付
保険 に交 及
並び 名称
者の
び印

住所

発効年月
日
有効期限

月

番号

被
保 氏名
険
者

日
月

氏名
氏名
対
象
被
生年
保
険 月日
者

年

年

月

月

日交付

男
女
日

男
女
日

適用区分

保
険
者

所在地
保険者
番 号
名 称
及び印

※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー（12桁の数字）を取り扱う
ことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーとひも付くことはありません。

利用には申し込みが必要です
● スマートフォンからマイナポータルで申し込み
● セブン銀行ATMで申し込み
● 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで申し込み

スッと置いて
ピッと認証！
とっても
簡単！

診察券入れ

受付

医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを
顔認証付きカードリーダーに置いて本人確認！
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詳細はこちら
https://myna.go.jp/html/
hokenshoriyou̲top.html

健康保険証利用申し込みのお問い合わせ
マイナンバー総合
フリーダイヤル

0120-95-0178
マ

イ

ナン

バー

音声ガイダンスに従って「４→２」の順にお進みください。
受 付 時 間（ 年 末 年 始 を 除 く ）

平 日 : 9 時30 分 〜20 時 00 分
土日祝 : 9 時30 分〜17 時 30 分

はが タウン

10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
◎町県民税
3期
◎国民健康保険税

4期

◎介護保険料

4期

◎後期高齢者医療保険料 4期
納期限：11月1日（月）

施設休館
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。

日時／10月6日
（水）11:00
試験放送内容／

31人

4人

◎死亡

8人

①チャイム音
②「これはJアラートのテストです」

※今後の感染拡大状況等により、
内容変更、中止せざるを得ないと

を3回繰り返し
③
「こちらははがまちです」
を1回
④チャイム音

判断する場合があります。ご理解
の程よろしくお願いします。
問町民会館 ☎028（677）0009

問総務課地域安全対策係
☎028（677）6029

小型家電無料回収
日時／10月30日（土）9:00〜11:00
※雨天実施
場所／役場東側駐車場
＜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
カセ等音響機器など
＜回収できないもの＞
家電リサイクル法対象の家電品
（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。
次回予定／令和4年3月5日（土）
問環境対策課環境対策係

☎028（677）6041

成人式参加受付開始
令和4年1月9日（日）
に開催する
成人式に参加を希望する人は、お
申し込みください。
提出先／町民会館、生涯学習センター
対象／平成13年4月2日〜平成14
年4月1日生まれの人で、芳賀中

お米の食味検査にご協力ください
あなたが大切に育てたお米のお
いしさを計ってみませんか。測定
結果は、提出されたご本人にお知
らせし、町産米の食味改善やブラ
ンド化事業に活用します。多くの
皆さんのご協力をお願いします。
対象／町内で収穫された令和3年産米
要件／①対象品種はコシヒカリ、
とちぎの星、ゆうだい21の3品種
② 提 出 は 玄 米 で、1検 体 当 たり
400g入り③透明なビニール袋に
入れ、袋の表に油性ペンで氏名・
住所・品種・ほ場の場所（刈り取っ
た地番または小字単位の地域）を
明記④測定した米は返却不可
検査結果／12月以降、郵送にて
個別にお知らせ
提出先／農政課窓口
募集期間／10月22日（金）
まで

問農政課農業振興係
☎028（677）1110

10月は全国不正軽油
撲滅強化月間

学校卒業生または町内在住者※対
象者には9月下旬に通知を発送し

不正軽油に関する情報をお寄
せください。不正軽油とは、軽油引
取税の脱税を目的に軽油の代替
燃料として灯油や重油を混和す
る等して使用するものです。

ましたが、お手元に届かない場合
はご連絡ください。
締切／11月6日（土）

問栃木県税事務所軽油引取税調査担当
（栃木市神田町6−6）

不正軽油110番☎0282（23）3862

※掲載内容は令和3年9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。

広報はが 令和3年10月号
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文芸・お便り

防災行政無線から、一斉に試験
放送が流れます。

◎転出

◎出生

タウンリポート

防災行政無線を使用した
全国一斉情報伝達訓練

41人

知恵の環館だより

・赤羽有紀子ロード梨の里マラソン大会
・はが路ふれあいマラソン
問武道館
☎028（677）5155

5,762戸（＋ 7戸）

◎転入

談

止します。
・町民大運動会
・町民ゴルフ大会

世帯数

て 相

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、次のイベントは開催中

7,708人（＋ 1人）

育

イベント開催中止

7,896人（＋ 5人）

女

康 子

お知らせ

15,604人
（＋ 6人）

男

お知らせ 健

【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

人口

税

【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。

令和3年8月末日現在
（住民基本台帳登録者数）

お知らせ

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票があります
衆議院議員の任期満了に伴い、
11月下旬までに選挙が行われます。

町選挙管理委員会☎028
（677）1111

投票日の投票時間

7:00 20:00

1

あなたの一票は、国の将来を決める大切な一票です。
棄権することなく投票しましょう。

投票できる人

日本国民で、
次の①および②に該当する人（ただし、選挙権を有しない人を除く）
①投票日に18歳以上になる人（投票日に満18歳になる人を含む）
②町に住民票が作成された日から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されている人であって、町に住所を有しな
くなった場合はその日から4カ月を経過していない人

2

芳賀町に転入した人の投票場所

①選挙公示日の前日から3カ月以上前に転入した人は、
町で投票できます。
②選挙公示日の3カ月前以降に転入した人は、前住所地の市区町村で投票できます。

◆期日前投票

◆不在者投票

投票日当日に仕事や旅行などの都合で投票所へ行く
ことができない人は、期日前投票をすることができます。
【期間】
投票日11日前（水）
〜投票日前日（土）
【時間】
8：30〜20：00
【場所】
町民会館1階ロビー
※入場券をお持ちください
（裏面の宣誓書をあらかじめ
記入の上、お越しください）。ただし、入場券が届く前で
も、投票所で選挙人名簿に登録されていることが確認
できれば投票できます。

◆代理投票
代理投票は、けが等で投票用紙に記載できない人の
ための制度です。投票所で投票管理者に申請すると、補

めいすいくん

◎病院・施設等での不在者投票
不在者投票所として、県の選挙管理委員会が指定し
た病院、老人ホーム等に入院または入所している人は、
その施設が指定した投票日に施設内で不在者投票をす
ることができます。希望する場合は、病院長、施設長等に
申し出てください。
◎町外での不在者投票
長期出張などにより投票日に投票できない人は、滞
在地の選挙管理委員会が指定する場所で不在者投票を
することができます。事前に手続きが必要になりますの
で、早めに町選挙管理委員会にお問い合わせください。
◎郵便等での不在者投票

助者二人が決められ、一人が選挙人の指示に従い投票
用紙に記載し、
もう一人が指示どおり記載したかを確認
します。
また、投票所には点字投票用の投票用紙があり、簡単

身体に重度の障がい等のある人は、郵便による不在
者投票をすることができます。事前に手続きが必要にな
りますので、早めに町選挙管理委員会にお問い合わせく

な点字器により点字で投票することができます。

◎期日前期間中17歳の人の不在者投票
投票日までには18歳になるが、期日前投票を行おう

◆特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をし
ている人で、一定の要件に該当する人は、特例郵便等投
票をすることができます。事前に手続きが必要になりま
すので、
町選挙管理委員会にお問い合わせください。
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ださい。

とする日に18歳に達しない場合は、期日前投票所で不
在者投票をすることができます。

※掲載内容は令和3年9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。

＜第1投票所の場所が変わります＞
第1投票所

今まで

次の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票

町農業者トレーニングセンター

町民会館
1階ロビー

※新型コロナウイルスワクチン
接種会場で使用中

※他の投票所については、変更はありません。

〇期日前投票所・第1投票所の駐車場について
おもいやり駐車スペース

入口

税

町民会館

おもいやり駐車スペース

町役場
お知らせ 健

駐車場

康 子
育

出口

談

〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため有権者の皆さんへのお願い

募集します。詳しくは、栃木県ホー
ムページまたは土木事務所ホーム
ページを確認し、所定の様式に必
要事項を記入の上、応募してくだ
さい。
募集期間／10月8日（金）〜22日（金）
問栃木県河川課
☎︎028（623）2444
栃木県真岡土木事務所
☎︎0285（83）8304

内容／栃木県労働委員会委員（弁
護士等）による労使関係のトラブ

ル相談
備考／費用無料、予約者優先（当
日参加も可）、相談時間40分以内
（目安）
、オンライン相談を希望の
場合は要問い合わせ
問栃木県労働委員会事務局

☎︎028（623）3337

対象／県産木材を一定量以上使用
して新築・増改築を行う住宅
補助金額／県産木材の使用量に応
じて10〜40万 円（ 新 築 ）、5〜15
万円（増改築）※伝統工芸品等使用
で上乗せ補助あり※最大50万円
申請先／〒321−2118宇都宮市
新里町丁277−1栃木県木材業協
同組合連合会

備考／補助金交付には条件があり
ます。
詳細は
「とちぎ材の家づくり」
で検索してください。
県ホームページ
「とちぎ材の家づくり」▶
問栃木県環境森林部林業木材産業課

☎︎028（623）3277

※掲載内容は令和3年9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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人・団体問わず、本人が伐採し、
無償で持ち帰ることのできる人を

日時／10月29日
（金）
13:00〜19:00、
30日（土）11:00〜17:00
場所／オリオンACぷらざ
（宇都宮
市江野町3−10竹川ビル1F）

とちぎ材の家づくり支援事業

タウンリポート

栃木県では、河川内に繁茂して
いる樹木について、民間と協働し
た樹木伐採を実施しています。個

栃木県労働委員会による
労働相談会

知恵の環館だより

投票日当日の混雑を避けるため、期日前投票を積極的にご利用ください。投票
所では、
マスクの着用、手指消毒、間隔を空けての整列にご協力をお願いします。

公募型樹木伐採

て 相

※火・水・木曜日の13：30〜15：30と、日曜日の9：00〜12：00は、町農業者トレーニングセンターで新型コロナウイ
ルスワクチン接種が行われており、役場駐車場の混雑が予想されます。
ご注意ください。

お知らせ
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬には、狂犬病
予防注射が義務付けられています。
日程／10月9日
（土）
時間
9:00 〜 9:15
9:25 〜 9:40
9:55 〜 10:10
10:20 〜 10:35
10:45 〜 11:00
11:10 〜 11:30

場所
旧 高 橋 小 学 校
西水沼農業構造改善センター
町工業団地管理センター
旧芳志戸小学校
旧稲毛田小学校
役場東側駐車場

対象／飼い犬に春の狂犬病予防注
射を受けさせられなかった人、4
月以降に犬を飼い始めた人
費用／注射代3,300円※新規登録
の場合6,300円
（登録料3,000円、
注射代3,300円）
備考／通知はがきを持参してください。
問環境対策課環境対策係
☎︎028（677）6041

10月は正しい犬の
飼い方強調月間

〇放し飼いはやめましょう
〇ふんの後始末を必ずしましょう
〇犬の登録をしましょう
〇狂犬病予防注射を受けましょう
〇避妊・去勢手術をしましょう
※避妊・去勢手術には、補助があ
ります
（犬・猫）
問環境対策課環境対策係
☎︎028（677）6041

あなたの婚活応援します

健康福祉掲示板

子宮がん施設検診費用助成

町国民健康保険・後期高齢者医療

受診を希望する場合は健康係へ
お申し込みください。なお、町で

人間ドック・脳ドック費用助成
対象／①町国民健康保険の被保険
者で35歳以上の人②後期高齢者
医療保険の被保険者※町内在住
で、世帯員に町税の滞納および所
得未申告がなく、令和3年度内に

実施期間／令和4年1月31日まで
対象／今年度4月以降に子宮がん
検診を受診していない20歳以上

町が実施する他の検診等において
同種類の検診項目を受診していな
いことが条件です。

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

受診までの流れ／①個人で検診機
関に受診予約②予約後、町健康福
祉課で補助金交付申請※印鑑、保

険証持参③交付決定通知書と受診
票が自宅に届く④受診日当日、受
診票・特定健診受診券を検診機関
に提出して受診
助成金額／20,000円（人間ドック・
脳ドックのいずれか、年度内1回限り）
申請受付／令和4年1月31日（月）まで
受診期間／令和4年2月28日（月）まで
備考／申請から交付決定まで2週
間 程 度かかりますので、 余 裕を
持って受診の1カ月程度前までに
申請してください。検診費用には
オプション検査の費用は含まれま
せん。個人負担額は、検診費用に
消費税を加え、助成金20,000円
を差引いた額です。
問健康福祉課健康係
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住所
稲毛田
西水沼
上稲毛田
芳志戸
下高根沢
西高橋
東水沼
東高橋

広報はが 令和3年10月号

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

10月の栄養相談・心の相談
（予約制）
【栄養相談】14日（木）
【こころの相談】1日（金）、6日（水）、
27日（水）
問健康福祉課健康係
☎︎028（677）6042

☎︎028（677）6042

問町民会館

〇結婚相談員が決まりました
結婚を願う独身男女を支援する
町結婚相談員に、次の8人が委嘱
されました。結婚の相談や助言、
情報提供など地域における結婚推
進活動を行います。お気軽にご相
談ください。
結婚相談員
田口 敏郎
阿久津英之
鈴木 誠一
見目 守生
江羅 和夫
山城 哲郎
齋藤 恭子
宮島 悦子

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。

電話番号
090（2634）7376
090（9364）6795
028（677）3298
090（3206）8598
090（3146）7818
090（2639）2953
090（3068）2840
028（678）0255

☎︎028（677）0009
〇とちぎ結婚支援センター登録料を助成します
町民の結婚支援を図るため、とちぎ結婚支援センター
登録料10,000円（2年間有効）
の2分の1を助成します。
対象／次のいずれにも該当する人①芳賀町民であること
②結婚後も継続して町内に居住することを希望すること
持ち物／領収書の写し、本人確認できるもの、印鑑、振
込先がわかるもの
とちぎ結婚支援センターとは
県の結婚支援総合窓口として平成29年にオープンし
ました。結婚を希望する人に幅広い出会いの機会を提
供しています。
会員登録制のマッチングシステムを利用してパート
ナー探しを行います。マッチングシステムに登録する
と、お相手のプロフィール情報を検索したり、気にな
る人との引き合わせ
（お見合い）
に申し込んだりするこ
とができます。

※掲載内容は令和3年9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。

10月の総合検診日程
受 診 希 望で 予 約していない人
は、お早めにお申し込みください。
以下の日程は、
まだ空きがあります。
実施日

会場

18日（月）
20日（水） 町工業団地管理センター
23日（土）
24日（日） 町農業者トレーニングセンター
26日（火） 町工業団地管理センター
※24日
（日）
は、キャンセルにより
空きが出ました。

脳と体の健康チェック
体 力 面、 知 力 面 を 総 合 し て
チェックし、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／10月5日（火）、19日（火）、
9:30〜11:00、13:30〜15:00
（前日までに予約、30分ごと）
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

生涯にわたり楽しく健全な食
生活を実践することにより、食に
対する感謝の気持ちを深め、心身
の健康と豊かな人間性を育む「食
育」
を推進します。
10月の第3日曜日は「家族で食
育の日」
です。
問健康福祉課健康係
☎028（677）6042

新型コロナウイルス

栃木県受診・ワクチン相談センター
24時間（土日祝日を含む）
☎︎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

10月の介護カフェ
日時／15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

※掲載内容は令和3年9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。

広報はが 令和3年10月号
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問町社会福祉協議会
☎︎028（677）4711

☎︎028（677）6015

10月はとちぎ食育推進月間

タウンリポート

間30分ずつ
場所／町農業者トレーニングセン
ターボランティアルーム
申込／町社会福祉協議会に電話

月額10,000円の介護手当を支
給します。申請した日の翌月分か
ら給付対象となります。
対象／町内在住で、要介護3以上
の認定を受けた65歳以上の高齢
者を在宅で介護している同居の介
護者※入院・入所の場合は対象外
申込／健康福祉課介護保険係で申請
持ち物／印鑑、介護者名義の口座
がわかるもの
問健康福祉課介護保険係

知恵の環館だより

日（金）、2月25日（金）、3月25日（金）
時間／①10:00〜11:30②13:00
〜14:30※予約制、1日2組、1時

在宅ねたきり老人および
認知症老人介護手当

談

栃木県子ども若者・ひきこもり総
合相談センター
「ポラリス☆とちぎ
出張相談会」を開催します。専門の
スタッフが、関係機関と連携しなが
ら共に進む方向を考えます。どんな
ことでも構いません。相談内容の秘
密は守ります。本人、家族からの
相談をお待ちしています。
開催日／10月22日（金）、11月26日
（金）、12月24日（金）、令和4年1月28

☎︎028（677）6015

1人でも多くの患者さんに移植
の機会が確保されるよう、骨髄提
供・登録にご協力お願いします。
町では、骨髄移植推進のためド
ナー本人とドナーが勤務する町内
事業所に奨励金を交付していま
す。詳細はお問い合わせください。
【骨髄提供・登録に関すること】
問栃木県県東健康福祉センター（県東保健所）
☎0285（82）3323
【骨髄移植ドナー支援事業奨励金に関すること】
問町健康福祉課健康係
☎028（677）6042

て 相

ひきこもり相談会

ない※入院・入所中の人は対象外
申込／健康福祉課介護保険係で申請
持ち物／印鑑
問健康福祉課介護保険係

10月は骨髄バンク推進月間

育

問健康福祉課健康係
☎︎028（677）6042

認定を受けている③町民税非課税
世帯の人④在宅で紙おむつを利用
している⑤介護保険料を滞納してい

問町子ども家庭総合支援拠点
（子育て支援課児童福祉係）
☎028（677）1333
平日8：30〜17：15

康 子

専用予約サイト▶

請した月から令和4年3月分まで）
を交付します。
対象／次のすべてに該当する人①
町内に住所がある②要介護3以上の

お知らせ 健

備考／総合検診は1月にも実施予定です。

町内協定店舗で利用できる月額
5,000円分の紙おむつ給付券（申

迷わずにご連絡ください
・子育てにしんどさを感じたら
・おうちでつらいことがあったら
・手助けしたい家庭に気付いたら

税

申込／健康係窓口、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週間前まで利用可能）
検診当日受付時間／8:00〜11:00

ねたきり高齢者等紙おむつ
給付（下半期分）

健康福祉掲示板
インフルエンザ予防接種費用の助成
新型コロナウイルス感染症と同時期に流行することを予防するため、昨年度に引き続き、助成対象を拡大します。接
種を希望する場合には、
必ず医療機関に予約・確認し、受診してください。
助成／

対象年齢
1歳〜12歳

芳賀町
独自

13歳〜15歳

接種回数

1回当たりの助成額

2回

2,000円まで
（年度内に2回限り）

1回

16歳〜64歳
※昨年度に引き続き助成対象です。

1回

①65歳以上
②60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸
器の機能及びヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害における身体障害者手帳1級
に相当する人

1回

接種場所

芳賀郡市内の医療機関
※芳賀郡市外での接種を希望
する人は、お問い合わせく
2,000円まで
ださい。
（年度内に1回限り）

4,600円まで
（年度内に1回限り）

芳賀郡市内および
栃木県内一部の医療機関

※芳賀郡市の医療機関で接種する場合は、助成額を差し引いた料金が請求されます。
※予診票の有無については、医療機関に事前に確認してください。受診する医療機関に予診票がない場合には、健康福
祉課・子育て支援課でお渡しします。
※65歳以上の人で、上記以外の医療機関で受診した場合は、接種後に健康福祉課への予診票の提出により、本人の口
座に4,600円を上限として振り込まれます。
（申請期限は令和4年3月31日（木）
まで）
問
【16歳以上】
健康福祉課健康係
☎︎028（677）6042
【小児】
子育て支援課子育て世代包括支援センター係 ☎028（677）6040

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／令和4年1月31日まで
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

胃がん

胃部内視鏡検査

15,100

7,000

8,100

大腸がん

便潜血反応検査

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

1,710

40歳以上

※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、心配な人はご活用ください。
※オプション項目は全額個人負担
※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☎028（658）5151（平日9:00〜16 00）
問健康福祉課健康係
18

☎︎028（677）6042

広報はが 令和3年10月号

※掲載内容は令和3年9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。

子 育 て

相

談

10月の乳幼児健診・相談

特設行政相談

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）

10月の乳幼児健診・相談
【4カ月児健診】

行政相談委員が行政に関する相
談、そのほかさまざまな相談を受

27日（水）※令和3年6月生
【2歳6カ月児歯科検診】
13日（水）※平成31年2月・3月生

け付けます。申し込み不要です。
お気軽にお越しください。
日時／10月19日（火）9:30〜11:30

【3歳児健診】
1日
（金）※平成30年8月・9月生
受付時間／個別通知に記載

問企画課広報広聴係
☎028
（677）
6099

行政相談・人権相談

☎028（677）6040

税

毎週第3火曜日の定例相談は、
当面の間中止しています。

お知らせ 健

子育て支援施設

問企画課広報広聴係
☎028
（677）
6099
問住民課住民戸籍係
☎028
（677）
6014

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

すべての労働者とその使用者に適用されます。
10月1日発効

特定の産業には特定最低賃金
が定められています。
問栃木県労働局労働基準部賃金室
☎028
（634）
9109

ロマンの湯☎028
（677）
4126

友遊直売所
町特産にっこり梨の販売会
10月9日㈯、10日㈰ 9：00〜

直売所前テラスでにっこりの販売や地方発送などを
行います。
新鮮な町産にっこり梨の生ジュース、
ポワールパルフェもどうぞ！
同時開催

とちぎ食肉センターお肉販売

・町産新米コシヒカリも味わえる牛丼販売
（キッチンカー）
・
「とちぎゆめポーク」販売（物産館）

水曜日定休

ホームページ

文芸・お便り

インフォメーション
Twitter

芳賀温泉ロマンの湯・キッチン和京
とちまる安全認証取得
新型コロナウイルス感染症に対応
するため、栃木県が進める
「とちまる
安全認証」
を取得しています。安心し
てお食事をお楽しみください。

【キッズコーナーあります】
キッチン和京では、小さい子ども
連れのお客様にも喜んで食事をとっ
ていただけるよう、店 内にキッズ
コーナーを設置しています。ぜひご
利用ください。

※掲載内容は令和3年9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。

広報はが 令和3年10月号

タウンリポート

友遊はが
ロマンの湯

882円

知恵の環館だより

場所／健康福祉課福祉係
問健康福祉課福祉係
☎028
（677）
1112

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

時間額

談

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

最低賃金

確認しましょう！ 栃木県の

て 相

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

育

生活困窮者自立相談

康 子

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。
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

友遊はが☎028（677）6000

問町社会福祉協議会
☎028
（677）
4711

場所／農業者トレーニングセンター

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

道の駅はが

場所／農業者トレーニングセンター
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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

読書手帳配布中

総合情報館にご来館の際は
感染症対策にご協力ください

来館者の皆さんの健康を守り、安心して総合情報館をご利用
いただくため、ご協力をお願いします。
36.5

マスク着用

手指の消毒

検温

来館者
受付票の記入

図書館窓口にて、オリジナルの読書手帳を
無料配布中です。
１冊に100冊分の本や感想を書き込めます。

ソーシャル
ディスタンス

古文書検索システム運用開始
文 書 館 閲 覧 窓口において、
文書館で所蔵する資料のうち、
整理の終わった約5,000点の
資料を、パソコンで検索でき
るようにしました。フリーワー
ド検索もできますので、ぜひご
利用ください。

新着図書案内
今月の一冊

一般書

『透明な螺旋』
著者名：東野 圭吾
出版社：文藝春秋

内容：愛する人を守ることは罪なのか―。房総
沖で男性の遺体が見つかり、失踪した恋人の行
方をたどると、関係者として天才物理学者の名
が挙がった。草薙は、横須賀の両親のもとに滞
在する湯川学を訪ねるが…。
ＴＲＣ週刊全点案内より転載

DVD

CD

タイトル
Editorial
BEST OF THE BEST
X
人気のコーラスソング

歌手名
Oﬃcial髭男dism
SPYAIR
DISH// 演奏

発売元
バンダイナムコアーツ
ファインフィルムズ
日本電波ニュース社（製作）
NHKエンタープライズ（販売）
東映ビデオ 東映（販売）
ウォルト・ディズニー・ジャパン

練馬児童合唱団ほか歌、
三輪 裕子ほか指揮、
八谷 惠子ほかピアノ

発売元
ポニーキャニオン
ソニー ミュージック
エンタテインメント

Sony Music Labels
日本コロムビア

※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。
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広報はが 令和3年10月号

皆さんに読書を楽しんでもらう
ため、図書館ではたくさんの特集
コーナーを設置しています。来館
した時は、ぜひ特集コーナーをの
ぞいてみてくださいね♪

10月の休館日 1・4・11・18・25・29日

☆ 一般書☆

タイトル
出演者
岸井 ゆきの、
成田 凌ほか出演
愛がなんだ
スシャント・シン・ラージプート、
きっと、またあえる
シュラッダー・カプールほか出演
中村 哲 朗読:石橋蓮司
荒野に希望の灯をともす 語り:中里雅子
体操指導:多胡肇ほか
おうちで簡単オリジナル体操 アシスタント:吉江晴菜ほか
松田 颯水、
潘 めぐみほか声の出演
人体のサバイバル!
ケリー・マリー・トラン、
ラーヤと龍の王国
オークワフィナほか声の出演

読書の秋がやってきた！
〜あなたのお気に入りの
1冊が見つかるかも〜

書 名
子のない夫婦とネコ
旅のない
本が紡いだ五つの奇跡
老虎残夢
おまえなんかに会いたくない
母親からの小包はなぜこんなにダサいのか
炎上フェニックス
ばにらさま
監禁
ガラスの海を渡る舟

著者名
群 ようこ
上田 岳弘
森沢 明夫
桃野 雑派
乾 ルカ
原田 ひ香
石田 衣良
山本 文緒
秋吉 理香子
寺地 はるな

児童書

書 名
著者名
アニー・M.Gシュミット 作
おてんばヨリーとひげおじさん フィープ・ヴェステンドルプ 絵 西村由美 訳
おかあさん ごめんなさい みやにし たつや 作・絵
ぎんいろのねこ
あまん きみこ 作 えがしら みちこ 絵
しゅくだいがっしょう
福田 岩緒 作・絵
エズラ・ジャック・キーツ絵
きょうも のはらで
石津 ちひろ 訳

図書館おはなし会

出版社
幻冬舎
講談社
講談社
講談社
中央公論新社
中央公論新社
文藝春秋
文藝春秋
双葉社
PHP研究所

出版社
岩波書店
金の星社
金の星社
PHP研究所
好学社

─ボランティアさんによる本や紙芝居の読み聞かせ─
日時／10月16日
（土）
11：00〜
場所／総合情報館 多目的室

税
お知らせ 健
康 子
育
て 相
談
知恵の環館だより

観覧無料

芳賀町の芸術文化振興にご尽力いただいている丸山悦郎氏（祖母井）から寄贈された、
棟方志功の肉筆画と川上澄生の版画、合計９点を中心に、 ２人の版画家の作品を展示します。
観覧時間
主
催
協
力
後
援

文芸・お便り

10/12（火）→11/14（日）

タウンリポート

2021年

新収蔵記念展

棟方志功《天地明炎之韻妃図》当館蔵

（金）
休 館 日 月曜日・10月29日
9 : 30 〜 17 : 00
芳賀町 芳賀町教育委員会
株式会社 西邑画廊
下野新聞社・読売新聞宇都宮支局・真岡新聞社・
とちぎテレビ・エフエム栃木
栃木県芳賀郡芳賀町祖母井南1-1-1
TEL：028-677-2525 FAX：028-677-2886
URL：https://www.town.tochigi-haga.lg.jp

〒321-3307

川上澄生《文明開化横浜》当館蔵

川上澄生《南蛮ぶり》当館蔵

広報はが 令和3年10月号
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タウン リポート & スポーツの話題

9/15 町最高齢者

瀧田フミさんを町長が表敬訪問

8/30 通学路危険箇所点検

9月1日現在で町最高齢者となった瀧田フミさん（下高根
沢）の元を、見目町長が表敬訪問しました。瀧田さんは、大正

町と真岡警察署、県真岡土木事務所、町内小中学校から17
人が参加し、通学路の危険箇所点検が行われました。町内小

6年生まれの104歳で、歌やおしゃべりを楽しんだり杖をつ
きながら歩いたり元気に過ごしています。記念品と花束が
手渡されると、祝詞の文字を読んで表彰を喜んでいました。

中学校から町へ寄せられた場所のうち、特に各機関で対応を
協議する必要のある4カ所を見回りました。見通しが悪い坂
道や狭い道幅などについて、改善策が話し合われました。

アルミ缶回収にご協力お願いします

芳賀中学校でプロジェクトH進行中
芳賀中学校生徒会では、芳賀中学校と花火の頭文字
から
「プロジェクトH」
と名付けた、
アルミ缶を回収し花
火を打ち上げる計画を進めています。地域の皆さんにア
ルミ缶回収への協力を呼びかけるため、芳賀チャンネル
で流すコマーシャルの撮影を行いました。
コマーシャル
は、
10月第一週に放映予定です。

改さんの
食

新型コロナウイルスの影響で、私たちはさまざまな
制限の中で生活をせざるを得ない状況です。そのよう
な中、生徒会役員が中心となり、アルミ缶回収の益金
で希望の花火を打ち上げるという目標を立てました。
この花火が、芳賀中生のみならず、一緒に制限の中で
生活してきた卒業生やいつも支えてくれている地域の
人々の希望になればと思っています。
芳賀中学校生徒会一同
アルミ缶回収の期間／12月末まで
回収場所／町第2体育館の北側
※常時回収かごを設置
打上げ日／令和4年2月23日（水）
※予定
問芳賀中学校 ☎028（677）0392

●材料
（４人分）
冷凍むきエビ ･･････････････････････････････ 120g
はんぺん
（大判タイプ）････････････････････････ 1枚
タマネギ ･･････････････････････････････････ 1/4個
片栗粉 ･････････････････････････････････ 大さじ1
小麦粉 ･････････････････････････････････ 大さじ4
水 ･･････････････････････････････････ 大さじ4〜5
パン粉･･････････････････････････････････････適量
揚げ油･･････････････････････････････････････適量

自慢レシピ

ふわふわエビカツ
栄養価
（１人当たり） エネルギー158kcal
たんぱく質9.7g 脂質5.8g 塩分0.5g

●ヘルシーポイント
〇 揚げ物は、細かい乾燥パン粉でヘルシーに。

●作り方
①むきエビは背わたを取って水洗い、水気を拭き取ります。
②タマネギはみじん切りにします。
③はんぺんは、ちぎって10秒ほどフードプロセッサーにか
けます。さらに、むきエビを入れて5秒かけます。
④❸をボウルに移し、タマネギと片栗粉を加えて混ぜ合わ
せ、4等分して成形します。
⑤小麦粉と水を混ぜ合わせ、バッター液を作ります。
⑥❹をバッター液→パン粉の順に付け、油で揚げます。

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。
「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
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はが の文芸

短 歌

も

梅捥ぎる陽当たる上は大きくて
日陰の下は小ぶりが多数

荷見 泰一︵芳志戸︶

早稲田 喜久枝 ︵八ツ木︶

容赦なくこれ見よがしに伸びる草
草むしり楽しむ亡母の教え

俳 句

稲川 清子 ︵ 与 能 ︶

大村 かし子 ︵下高根沢︶

廃屋の庭を彩どる百日紅

柳

集中の豪雨に浸る早稲田かな

川

朝食べて薬数える共白髪

小林 正孝 ︵ 祖 母 井 ︶

自粛にも馴れて草取り畑仕事

高松 イク ︵下高根沢︶

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

お知らせ 健
康 子
育

つゆどきの今日も体温計る部屋
仏の新茶の香り漂よう

て 相

丸山 芳江 ︵祖母井︶

益子焼のカップに熱き珈琲の
よぎ
香りに過る久し女子会

鈴木 みき ︵東高橋︶

風そよぐ子等と花野を駆けめぐる

菅俣 光子 ︵祖母井︶

夕映えに黄金となりぬ稲の原

光岡 れい子 ︵益子町︶

﹁町民俳句講座﹂参加者
※

うんうんと反論せずに介護する

大谷津 眞記子 ︵芳志戸︶

ワクチンがオリンピックの背中押す

加藤 秀男 ︵市貝町︶

﹁お楽しみ川柳﹂参加者
※

談

あなたの声を聞かせてね！
お便り待ってます！

知恵の環館だより

●身近な出来事や町に関する要望・意見

文芸・お便り

家族とは人間の宝です。10歳の君へ
日野原重明医師の話から
代わり映えのない何でもない毎日も人生の宝物です。
家庭の味噌汁の味を舌が覚えているように、家族との関わりの
中で過ごす毎日は「芯」として人の中にいつまでも残っています。
一緒に生活していると気が付かないかもしれませんが、いつか家
を離れてみて、家族との何でもない会話が懐かしくなるでしょう。
当たり前のように過ごしてきた日常、特に、家族と生活した時間
は人生の宝物になるのです。

タウンリポート

芳賀町文化協会会長
駿河富夫さん（稲毛田）からの投稿

高松イクさん
（下高根沢）

皐月さん
（稲毛田）

高松イクさん（下高根沢）からの投稿
出会いと別れ
人生路とでもいうのでしょうか。さまざまな出会いが
あって別れがある。出会いが喜びにつながり、何度も何
度も繰り返しながら楽しかった人生の時間を多く持つ。
振り返った時に深い感動を思い起こせる、思い出いっぱ
いの人生でありたい。人生誰にでもたくさんの出会いと
別れがあるのだから。
「たくさんの思い出残る人生路」

赤沢洋子さん
（下延生）
鈴木モコさん
（西高橋）

〈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10月号
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地上デジタル101CH

10

リモコン番号
放送開始
時間

芳賀チャンネル番組表 2021 10/4（月）〜10/31（日）
宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092

4 〜 10

11 〜 17

10/

10/

ナビゲーター：農政課 山口剛史

ナビゲーター：農政課 菅又寛彬

① 6:00
② 8:00
③ 10:00 News
④ 12:00 ◆交通安全協会祖母井支部が
⑤ 14:00
交通安全啓発用マスク作成報告
⑥ 16:00 ◆上延生彼岸花
⑦ 18:00
⑧ 20:00
⑨ 22:00

芳賀 N a v i

芳賀 N a v i
News
◆与能資源保全会
サイクリングロード草刈り
◆下延生子ども会育成会が手作りの
メッセージカードをお届け
◆芳賀北小学校稲刈り
◆芳賀南小学校稲刈り
◆自治会長と町執行部懇談会
◆秋の交通安全運動
◆図上防災訓練

企画課広報広聴係 ☎028（677）
6099

18 〜 24

10/

ナビゲーター：農政課 渡辺圭祐

ナビゲーター：建設課 豊田裕章

芳賀 N a v i

芳賀 N a v i

News
News
◆栃木県民福祉のつどい
◆祖母井保育園ミニ運動会
◆芳賀中学校２年生
◆認定こども園のぶ幼稚園
認知症サポーター養成講座
ミニ運動会・サツマイモ
◆祖母井保育園運動会
掘り体験
◆認定ひばりこども園運動会
◆認定こども園のぶ幼稚園運動会

芳賀中学校生徒会からのお知らせ
芳賀中学校生徒会からのお知らせ
道の駅はがへようこそ
芳賀中学校生徒会からのお知らせ 子育てガイド
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

芳賀町役場から
こんにちは

芳賀中学校生徒会からのお知らせ
スポーツ大好き
お知らせ
芳賀町民の歌

みんなの民話
〜防災 過去から学び今できること〜 小僧の詫び・キツネの嫁入り

各課からのお知らせ

25 〜 31

10/

〜祖母井保育園運動会〜

◆午前6時か
ら2時間おき

知恵の環

に番組が始ま
ります。

ふわふわエビカツ

◆1日9回同

プラスチック類の分別②

館だより

町民会館30周年記念事業

じ番組を放送
しています。
◆1サイクル

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

120分構成。

体験×LRT

LRT導入後 の 交通ルール

体験×LRT

体験×LRT

車両紹介編

ドライバー編

ドライバー編

利用者編

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 2

2020 Part 3

2020 Part 4

2020 Part 5

◆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。

① 14:00
② 20:00

議会中継

特別番組

（当日20:00・翌日14:00）

〜芳賀中学校体育祭〜

10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

19日
（火）

20日
（水）

21日
（木）

7日
（木）
22日
（金）

11日
（月）
25日
（月）

12日
（火）
26日
（火）

27日
（水）
（20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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