お知らせ

一・二種奨学金、栃木県育英会奨学
金、日本学生支援機構ホームペー

イベント・講座

第4回募集ライトライン見学会

ジ掲載の奨学金事業実施団体奨学
金、その他の知事が認める貸与型
奨学金

大人チャレンジクラブ

開催日／12月5日
（日）
、
12日
（日）
、
19日
（日）
、
26日
（日）

時間／①9：00②11：00③13：30
（各日1時間程度）
場所／車両基地（宇都宮市下平出町）
対象／県内に在住または通勤・通
学している人
内容／LRT車両の見学等
定員／各回抽選20組（30人程度）
申込／専用サイト申込フォームま

たは往復はがき（往信に①代表者
の住所・氏名・電話番号・年齢②参
加希望日・時間（第2希望まで選択

☎028（677）0009

住みよい生 活 環 境づくりのた
め、家庭から出るごみは分別して
もえるごみやもえないごみ、
その他
のごみの収集日に出しましょう。
問環境対策課環境対策係
☎028（677）6041

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間
11月12日㈮〜18日㈭

※掲載内容は令和3年10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。

配偶者等からの暴力（DV）は、性別や
加害者、被害者の間柄を問わず、相手の

申込／町社会福祉協議会に電話
問町社会福祉協議会
☎028（677）4711

人権を著しく侵害するものであり、決し
て許されるものではありません。次のよ
うなことをされた場合は、一人で悩ま
ず、まずは誰かに相談してください。
・殴る、蹴る、物を投げつけるなど
・暴言、大声で怒鳴る、何を言っても無視され
るなど
・生活費を渡さない、借金をさせるなど
・性行為を強要する、避妊に協力しないなど
・実家、友人との付き合いを制限するなど

その保護者（毎年度1回支給）
支給額／20,000円
持ち物／印鑑、指定難病特定医療
費受給者証または小児慢性特定疾

☎︎028（665）8720

病医療受給者証、申請者の金融機
関通帳
申請窓口／健康福祉課

相談機関／
とちぎ男女共同参画センター相談ルーム

特定疾患者福祉手当の申請
対象／10月1日時点で町内に住所が
あり、県発行の指定難病特定医療費受
給者証（小児慢性特定疾病医療受給者
証含む）の交付を受けている人または

これからの季節は、空気が乾燥
し火災が発生しやすくなります。
・火の取り扱いには十分注意しま
しょう。
・住宅では火を使う場所だけで
はなく、建物の周辺にも燃えや
すいものは置かないようにしま
しょう。
・火災による逃げ遅れをしないよ
う、住宅用火災警報器設置し
ましょう。
※消火器や住宅用火災警報器の悪
質な訪問販売が発生しています
ので、十分にご注意ください。
住宅用火災報知器の
アンケートにご協力
をお願いします▶
問芳賀地区広域行政事務組合消
防本部真岡消防署芳賀分署
☎028（677）0212

※掲載内容は令和3年910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。

広報はが 令和3年11月号
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文芸・お便り

8：30〜19：00（土日10：00〜17：00）
電話相談0570（070）810
問宇都宮地方法務局
栃木県人権擁護委員連合会

配偶者等からの暴力（DV）相談

秋の全国火災予防運動
11月9日㈫～15日㈪
「おうち時間
家族で点検 火の始末」

タウンリポート

広報はが 令和3年11月号

問町民会館

健康福祉掲示板

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／11月26日（金）、12月24
日（金）、令和4年1月28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

介護認定を受けていない人）
内容／体操、筋トレ、五行川周辺で
ノルディックウオーキング
締切／11月10日（水）
備考／新型コロナウイルスの感染
拡大の状況により、通常と異なる
教室運営となる場合があります。
問健康福祉課地域包括支援センター係
☎028（677）6080

芳賀町人
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くは1，000万円以下の罰金また
は、
この両方を科されます。

町ホームページから
特設ホームページを
ご覧いただけます▶

（高校生以下）※宝くじの助成に
より、特別料金となっています。
前売券販売／町民会館、生涯学習
センタ－、総合情報館、セブンイレ
ブン芳賀祖母井店・芳賀西水沼店、
モンマ－トぬまのう、道の駅はが、
南高郵便局
備考／4歳から入場可
能です。前売りで完売
の場合、当日券の販売
はありません。
問町民会館 ☎028（677）0009

ひきこもり相談会

知恵の環館だより

対象奨学金／日本学生支援機構第

ごみの焼却は、廃棄物の処理及
び清掃に関する法律により一部の
例外を除いて禁止されています。
違反した者は5年以下の懲役若し

特設ホームページ内で、町民の
皆さんから募集した作品を展示し
ます。皆さんの力作をぜひご覧く
ださい。
公開／11月7日（日）
〜
部門／書画工芸展、盆栽展、詩、短
歌、俳句、川柳、写真展、音楽･伝統
芸能大会

場所／町民会館ホ－ル
前売券／11月20日（土）発売、全
席指定2,500円（一般）1,500円

15:00（受付13:10〜）※①②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

談

生、短期大学1年生、高等専門学校
4年生

家 庭から出るごみを野 焼きし
て、煙や臭いで周辺の人に迷惑を
掛けていませんか。

文化部門「バーチャル文化祭」

【栄養相談】11日（木）
【こころの相談】10日（水）、19日（金）
問健康福祉課健康係
☎028（677）6042

行います。
日時／①11月11日（木）、25日（木）②
11月12日（金）、26日（金）13:30〜

て 相

小売業、情報通信業、宿泊業に就職
する大学生等の奨学金返還を最大
150万円助成します。
対象／大学3年生、大学院修士1年

ごみの野焼き禁止

第40回記念芳賀町民祭

おしゃべり音楽館ポップスオーケス
トラの演奏をお楽しみください。
日 時 ／ 令 和 4 年 1 月 2 3 日（ 日 ）
13:30開場、14:00開演

講師から指導を受けながら、ノ
ルディックウオーキングや体操を

育

県では、県内の製造業、卸売業・

啓発活動を行っています。運転免
許証更新時に加入できます。
会費／3年:1,200円、4年:1,600
円、5年:2,000円
会員限定／チャイルドシートの無
料貸出し、協賛店で会員証を見せ
てお得な割引サービスなど
問真岡地区交通安全協会（真岡警察署内）
☎0285（82）6990

場所／生涯学習センター調理室
定員／各回ともに8人※定員を超
えた場合は抽選
募集期間／11月6日（土）〜12日（金）
※日・月・祝日は休館
問町民会館 ☎028（677）0132

11月の栄養相談・こころの
相談（予約制）

元気アップ教室

康 子

「とちぎ未来人材応援事業」
奨学金返還助成

栃木県交通安全協会は、悲惨な
交通事故を防止するため交通安全

春風亭小朝の楽しいおしゃべり、
小原孝のピアノ、島田歌穂の歌声と、

☎028（677）1112

健

問都市計画課LRT整備係
☎028（677）6161

栃木県交通安全協会入会のお願い

〜11:30、材料費1,000円
※一人につき1講座のみ
対象／町内在住・在勤者

申請した人でも申請がないと支給さ
れませんので必ず申請してください。
問健康福祉課福祉係

☎︎028（627）9110
問健康福祉課福祉係
☎028（677）1112

ます。
内容／①花寿司作り、12月4日（土）
9:30〜11:30、材料費1,000円程度
②こんにゃく作り、12月18日（土）
9:30〜11:30、材料費400円程度③
味噌作り※2kg、1月15日（土）9:30

認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎ
☎︎028（621）9993
栃木県警本部県民相談室

イベント講座

11月1日（月）受付開始
申し込みフォーム▶

☎028（623）3224

講師に町の伝統食作りの名人を
招き、地域の伝統食について学び

受付期間／令和4年2月28日（月）ま
で※毎年度申請が必要です。昨年度

人材募集 お知らせ

を延期または中止する場合があり
ます。

備考／詳細は県ホームページをご
覧ください。
問栃木県労働政策課雇用対策担当

宝くじおしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～

栃木県県東健康福祉センター
☎︎0285（82）2139

税

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・
年齢を記入、返信に代表者の住所・
氏名を記入し郵送（〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号宇都宮市
役所LRT企画課協働広報室宛て））
締切／11月15日
（月）
備考／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
とします。
できるだけ多くの人の参
加のため、1グループ（1家族）1回
の申し込みとします。新型コロナウ
イルス感染症の影響に伴い、開催

申込／栃木県電子申請システムか
ら応募
締切／12月3日（金）

芳賀町民会館開館30周年記念事業

