お知らせ
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。

【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6
月30日までプールの営業のみ休
業、
7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

②健康保険証としての利用登録を
行った人に7,500円相当のポイン

抽選で町商品券5,000円分など
豪華賞品をプレゼントします。

め、都市計画の原案を縦覧します。
説明会／12月3日（金）19：00～
町民会館2階会議室

ト
（すでに登録した人を含む）
③公金受取口座の登録を行った人
に7,500円相当のポイント
最新の情報はマイナポイント事

縦覧期間／12月6日（月）～20日
（月）※土日を除く
縦覧場所／都市計画課窓口

間は、12月末までですのでご注意
ください。

意見書を提出することができます。
問都市計画課都市計画係
☎︎028（677）6020

募集作品／随筆、詩、短歌、俳句、川柳
投稿料／1部門1,000円、2部門以
上2,000円
締切／12月11日（土）
発行／令和4年3月予定
問町民会館 ☎︎028（677）0009

マイナポイント第2弾を実施予定

問マイナンバー総合フリーダイヤル
0120（95）0178

消防設備士試験
日時／令和4年2月13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12月3日（金）～
14日（火）、書類申請12月6日（月）
～17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

人権なんでも相談

美味しいワインでクリスマスと
お正月を迎えましょう。
日時／12月18日（土）13：30～
15：00
場所／生涯学習センター
対象／町内在住・在勤者
定員／10人
問生涯学習センター
☎028（677）0306
第40回記念芳賀町民祭

文化部門「オンライン作品展」

「かがやく町民のつどい」

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

自分自身を肯定的に考えるヒン
トを学ぶ講演です。お気軽にご参

中。皆さんの力作をご覧ください。
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

加ください。申し込みは不要です。
日時／12月18日（土）14：15～
16：00（開場13：50）
場所／町民会館ホール
対象／中学生以上（託児はありません）
内容／講演「セルフコンパッション
-自分を思いやること-」
講師／井上広法氏（浄土宗光琳寺住職）
参加費／無料
問生涯学習センター
☎028（677）0306

特設ホームページ▶
問町民会館

☎028（677）0009

ふれあいふくしまつり
「福祉バザー」と「食料等募集」
日時／12月25日（土）9：30～12:00

時間／13：00～15：00
問栃木県特用林産協会（県林業木材産業課）
☎028（623）3274

健康福祉掲示板
12月の栄養相談・こころの相談
【栄養相談】9日（木）
【 こ こ ろ の 相 談 】1 日（ 水 ）、3 日
（金）、22日（水）
問健康福祉課健康係
☎028（677）6042

ひきこもり相談会
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。
期日／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
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

※掲載内容は令和3年11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12月号
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文芸・お便り

※掲載内容は令和3年11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。

ソムリエのワイン入門講座

木県林業センター※宇都宮市）、令
和4年2月9日（水）先着20人（県庁
芳賀庁舎※真岡市）

タウンリポート

12月の人権週間に合わせて人権相談を実施し
ます。
どんなことでも結構です。相談は予約不要、
無料で、秘密は固く守られますのでお気軽にお越
しください。

気になる講座シリーズ

日程／令和4年1月12日（水）先着
20人（県庁安蘇庁舎※佐野市）、令
和4年1月26日（水）先着30人（栃

生涯学習・レシピ

〜困ったことや悩みがあるときは
ご相談ください〜
日時／12月1日（水）13：30～16：00
場所／農業者トレーニングセンター2階会議室

前売券販売所／町民会館、総合情
報館、生涯学習センター
問町民会館 ☎028（677）0009

国産メンマづくりの講習会です。
5月には体験会も実施予定です。

知恵の環館だより

広報はが 令和3年12月号

子どもたちの絵画作文が、数多く
出展されました。応募作品の展示も
行いますので、
ぜひご覧ください。
【表彰式】
会場／道の駅はが南側仮設ステージ
日時／12月5日（日）10:00～
【作品展示】
会場／道の駅はが会議室
期日／12月26日（日）まで、9:00
～17：00（水曜日定休）
問商工観光課商工観光係
☎028（677）6018

内在住】中学生以下400円、一般
800円【町外在住】中学生以下500
円、一般900円（当日各200円増）

国産メンマプロジェクト!
新たなタケノコ活用講座

談
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未来につなげるLRT絵画・
作文コンクール表彰式

日時／令和4年2
月20日（日）13：30開場、14：00開
演（公演時間1時間30分）
場所／町民会館ホール
前売券／12月18日（土）発売【町

問町社会福祉協議会
☎028（677）4711

て 相

問住民課住民戸籍係☎︎028（677）6014

違いを認め自分や相手の良いところを見つけて、
それぞれが大切な存在であることを再確認してみませんか。

【不当な差別や偏見に関する相談先】
◆みんなの人権110番
☎︎0570
（003）110（平日8：30～17：15）
◆こどもの人権110番
0120
（007）110
（平日8：30～17：15）
◆インターネット人権相談
https://www.jinken.go.jp
◆Foreign−languageHumanRightsHotline
☎︎0570
（090）911（weekdays 9：00～17：00）

イベント・講座

町女性団体連絡協議会主催

1948年の世界人権宣言採択の翌年に法務省と全国人権擁護委員連合会が人権週間を定めました。一人一人の

ひとりで悩まずにご相談ください

問町観光協会 ☎028（677）1115

と希望の国ブレー
メンを目指して旅
立つ物語です。

レトルト食品、乾麺、缶詰、生理用
品などを募集します。当日お持ち
ください。

育

12月4日
（土）
〜10日（金）
は人権週間

詳しくはこちら▶

▲町観光協会
ホームページ

4匹の年老いた
動物たちが、自由

康 子

11月19日に「コロナ克服・新時
代開拓のための経済対策」が閣議
決定されました。
「マイナポイント第２弾」の対象
となる人は次のとおりです。
①マイナンバーカードを新規に取
得した人に最大5,000円相当のポ
イント
（マイナンバーカードを既に

はが総合案内所へ

業ホームページをご覧ください。
なお、現行のマイナポイントの期

備考／地区内の土地所有者及び利
害関係者は12月27日（月）までに

「文芸芳賀」第32号作品募集

期間／令和4年2月28日（月）
まで
応募／参加店舗での500円以上の
利用でスタンプ、5つ集めて道の駅

「いっしょにいこうよ」

場所／道の駅はが
募集／生活困窮世帯支援のため、

健

☎︎028（677）6078

とちぎ食 肉センター周 辺 地 区
（稲毛田）の地区計画を決定のた

劇団らくりん座公演

イベント講座

令和4年1月1日現在で家屋（住
宅、物置、納屋など）を所有してい
る人には、令和4年度固定資産税
が課税されます。家屋を取り壊し
た人は、家屋滅失届を提出してく
ださい。
期限／12月28日
（火）
提出／家屋滅失届※税務課窓口、
町ホームページからダウンロード可
問税務課資産税係

町飲食店応援スタンプラリー

お知らせ 人材募集

家屋を取り壊したときは手続きを

取得した人のうち、
現行マイナポイ
ント未申込者を含む）

税

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

都市計画の原案の縦覧

