
子 育 て
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

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
日時／4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、
経済的に困っていて、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

町職員人事異動 令和3年4月1日付　○は昇任、（　）は異動前
【部長級】■総務企画部長兼総務課長（住民生活部
長兼健康福祉課長）大根田和久■住民生活部長兼
健康福祉課長（建設課長）〇稲川英明
【課長級】■総務課付芳賀地区広域行政事務組合派
遣（商工観光課長補佐兼商工観光係長）○仲尾周■
住民課長（会計課長）上野真美■子育て支援課祖母
井保育園長（子育て支援課祖母井保育園副園長）〇
土屋歩■建設課長（総務課付芳賀中部上水道企業
団派遣）磯顕吾■会計課長（会計課長補佐兼出納係
長）〇髙橋純子
【課長補佐級】■企画課長補佐兼みらい創生係長
（企画課みらい創生係長）〇髙松克孔■税務課長
補佐兼納税係長（税務課納税係長）〇鎌田修好■税
務課長補佐兼町民税係長（税務課町民税係長）〇塚
本智博■住民課長補佐兼住民戸籍係長（住民課住
民戸籍係長）〇齊藤弓子■健康福祉課長補佐兼健
康係長（健康福祉課健康係長）〇荻野治美■子育て
支援課祖母井保育園副園長（子育て支援課祖母井
保育園主任保育士）○鯉淵紀子■農政課長補佐兼
農村整備係長（税務課長補佐兼資産税係長）大塚英
樹■議会事務局長補佐兼次長（議会事務局次長）
〇伊佐野祐子■学校教育課長補佐兼学校管理係長
（総務課長補佐兼秘書係長）野沢幸代

【係長級】■総務課行政係長（農政課農村整備係長）
赤羽康隆■総務課地域安全対策係長（総務課行政
係長）水沼真伸■税務課資産税係長（学校教育課
主査）〇黒川あゆみ■子育て支援課祖母井保育園
主任保育士（子育て支援課祖母井保育園主任主査）
〇塙正江■商工観光課商工観光係長（都市計画課付
（栃木県派遣）主査）〇大野真央■建設課下水道係
長（農政課主査）〇阿久津喜行■都市計画課付宇都
宮市派遣（建設課下水道係長）阿部慎悟■会計課出
納係長（学校教育課学校管理係長）梅津綾
【主任主査級】■健康福祉課主任主査（総務課付主
任主査）小堀理恵■健康福祉課主任主査（総務課付
主査）〇田邉朋世■健康福祉課主任主査（総務課付
主査）〇仲村亜衣■建設課主任主査（建設課主査）
〇人見祐生■生涯学習課主任主査（生涯学習課主
査）〇谷口誠
【主査級】■総務課主査（総務課付主事）〇斎藤光葉
■企画課主査（企画課主事）〇阿久津年央■住民課
主査（住民課主事）〇海老原美咲■健康福祉課主査
（健康福祉課主事）〇磯部太郎■子育て支援課主査
（都市計画課主査）田中秀典■農政課主査（総務課
主査）長谷川耕平■農政課主査（企画課主査）稲川
聡

【主事・主事補級】■総務課付栃木県派遣主事（住民
課主事）菊池丈朗■企画課主事（総務課主事）小林
由典■企画課主事（総務課主事）岩村成美■税務課
主事（税務課主事補）〇近野茉美■健康福祉課主事
（健康福祉課主事補）〇坂本汐里■健康福祉課主事
（健康福祉課主事補）〇鈴木里奈■環境対策課主事
（芳賀地区広域行政事務組合主事）〇北條郁哉■
都市計画課主事（都市計画課主事補）〇窪田賢人■
都市計画課主事（都市計画課付宇都宮市派遣主事）
直井佑樹■学校教育課主事（企画課主事）亀谷寿樹
■総務課主事補（新規採用）江口尭博■生涯学習課
主事補（新規採用）片桐綾乃
【用務員】■子育て支援課祖母井保育園用務員（生
涯学習課用務員）菊池里美■環境対策課用務員（子
育て支援課祖母井保育園用務員）田川浩■環境対
策課用務員（学校教育課芳賀中学校用務員）水田悟
■学校教育課芳賀中学校用務員（環境対策課用務
員）横田秀夫
【退職者】令和3年3月31日付■総務課総務企画部
長兼総務課長大関一雄■住民課課長滝口浩子■子
育て支援課祖母井保育園長見目仁子■健康福祉課
主任主査上田詔子■環境対策課用務員渡邉雅文

ありがとう
ございました。

寄附

奨学金寄附
　匿名希望者 1人� 119,888円
　匿名希望者 1人� 100,000円
ふるさと芳賀応援基金寄付金
　36人� 1,695,000円

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

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

今月の一冊 ☆一般書☆

CD

一般書

児童書

4月の休館日 5・12・19・26・30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

DVD
タイトル 出演者 発売元
蜜蜂と遠雷 松岡 茉優、松坂 桃李ほか 東宝

となりのシムラ　1 志村 けん NHKエンタープライズ（販売）
となりのシムラ　2 志村 けん NHKエンタープライズ（販売）
アナと雪の女王　2  ウォルト・ディズニー・ジャパン

タイトル 歌手名 発売元
ミュージック シーア ワーナーミュージック・ジャパン
ワッツ・アップ 2020-2021 レディー・ガガほか ユニバーサルミュージック
ありがとう!石原軍団 石原 裕次郎ほか テイチクエンタテインメント
35th Anniversary BEST 少年隊 ジェイ・ストーム
SEKAI NO OWARI 2010-2019 SEKAI NO OWARI TOY’S FACTORY
EVANGELION FINALLY  King Record

書　名 著者名 出版社
物語のものがたり 梨木 香歩 岩波書店
傷痕のメッセージ 知念 実希人 KADOKAWA
きみの傷跡 藤野 恵美 KADOKAWA
なごり雪 新堂 冬樹 KADOKAWA
むしろ、考える家事 山崎 ナオコーラ KADOKAWA
どの口が愛を語るんだ 東山 彰良 講談社
泳ぐ者 青山 文平 新潮社
嘘かまことか 平岩 弓枝 文藝春秋
Go To マリコ 林 真理子 文藝春秋
大義 横浜みなとみらい署暴対係 今野 敏 徳間書店

書　名 著者名 出版社
はしごしゃの のびるくん 正高 もとこ作   鎌田 歩絵 岩崎書店
ありえない！   偕成社
モルモットのちゃもと けだまーず なかや みわ作 金の星社
わたし、パリにいったの たかどの ほうこ作 のら書店
つくしちゃんとおねえちゃん いとう みく作  丹地 陽子絵 福音館書店

内容：職を失い、自転車旅行をしていた栗田拓
海は、年季の入った一軒の建物を訪れた。そこに
は3人の女性がそれぞれ事情を抱えて過ごして
いた。拓海は足の怪我が治るまで、そこにとどま
ることに･･･。『小説野性時代』連載を単行本化。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『ムーンライト・イン』
著者名：中島 京子
出版社：KADOKAWA

エリック・カール作　アーサー・ビナード訳

ストーリー・オブ・マイライフ
わたしの若草物語

シアーシャ・ローナン、
エマ・ワトソンほか

ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

イディナ・メンゼル、クリステン・ベル
ほか声の出演

図書館おはなし会
─ボランティアさんによる本や紙芝居の読み聞かせ─

日時／4月17日（土）11：00～
場所／総合情報館多目的室

総合情報館企画展 芳賀町の祭礼
期　　間／4月10日（土）～6月20日（日）
観覧時間／10:00～17:00
場　　所／総合情報館展示室１・２
入 場 料／無料

【関連イベント】
栃木県立博物館移動講座「芳賀町の祭礼について」
日時　5月29日（土）14:00～16:00
場所　総合情報館多目的室
講師　篠﨑茂雄氏（栃木県立博物館人文課長）
定員　20人（要申込）

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、展覧会期間が変更
になる場合があります。来館する際は、電話または町ホームペー
ジでご確認ください。

─受け継がれてきた伝統文化─
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