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※放送から30分以内
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

総務課地域安全対策係☎028（677）6029
０８００（８００）３７９９（無料）

▲電話帳に登録を！

特集①  新型コロナウイルス関連情報
　　②  町長・議長年頭挨拶
　　③  われら寅年生まれ
　　④  確定申告の準備をしましょう
　　⑤  がん検診の結果「要精密検査」と言われたら、
　　　  必ず病院で精密検査を受けましょう！
　　⑥  くらしナビ ―防災―
　　⑦  ＬＲＴの乗り方 vol.1

広 報

【第40回記念町民祭  未来につなげるＬＲＴ絵画・作文コンクール絵画の部  最優秀賞、町長賞】
『ＬＲＴに乗って家族で遊びに行きたいな！！』 芳賀東小学校3年　増淵　悠乃さん
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iOS版 Android版

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（12月22日現在）

　追加接種（３回目接種）については、年齢や基礎疾患等による優先接種の区分なく、２回目の接種時期を基
に接種券付き予診票を発送します。接種可能時期の約３～４週間前に、町から必要書類を郵送でお送りします。

※令和３年９月以降の接種完了者にも接種時期に合わせて順次発送予定です。
※令和３年６・７月に２回目のワクチン接種を完了した人は、あらかじめ接種日時等を町で指定します。医療
機関での個別接種を希望する場合や都合が付かない場合、接種を希望しない場合は、予約の変更や取り消
しをすることもできます。詳しくは接種券に同封の文書をご確認ください。

※発送の時期になっても接種券が届かない場合は、町新型コロナワクチンコールセンター☎028（678）8773
へご連絡ください。

〈芳賀町の新型コロナワクチン接種人数及び接種率〉

　スマートフォンで国内外において利用できるワクチン接種証明書を入手できるサービスが始まり
ました。専用アプリから、マイナンバーカードを利用して申請すると、スマートフォン上で二次元
コード付き接種証明書（電子版）が発行されます。
　申請にはマイナンバーカードが必要です。申請から交付までおよそ１カ月かかりますので、持っ
ていない人は、お早目に申請してください。

①次のものをご用意ください
　○マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン
　　iOS 13.7以上
　　Android OS 8.0以上
　○マイナンバーカード
○マイナンバーカード券面事項入力補助用暗証番号（数字４桁）

　○（海外用のみ）パスポート

②スマートフォンでアプリをインストール

　アプリ内の指示に従い、必要事項を入力してください。

・日本政府公式の新型コロナワクチ
ン接種証明書アプリです。

・日本国内用、海外用の接種証明書
をアプリで発行できます。

ワクチン接種証明書（電子版）について

■追加接種（３回目接種）用接種券等の発送

■町集団接種の実施予定

〈国の方針〉

　２月から、追加接種（３回目接種）を実施する町集団接種会場で接種できます。町新型コロナワクチン
コールセンター☎028（678）8773へ予約してください。

　町民の皆さんのご理解とご協力のおかげで、県内他市町と比較し高い接種率となっています。
３回目接種についても、感染拡大防止・重症化予防のため、ご協力をよろしくお願いします。

１･２回目の接種を受けていない人へ

　新型コロナウイルスワクチンを２回接種した場合であっても、すべての接種者において、接種後の時間
の経過とともに感染症予防効果が低下することや、高齢者においては重症化予防効果も低下する可能性が
あることを踏まえ、感染拡大防止と重症化予防の観点から追加接種を行います。

〈国が示す「特に追加接種をおすすめする人」〉
・高齢者、基礎疾患を有する人などの「重症化リスクが高い人」
・重症化リスクが高い人の関係者･介助者（介護従事者な
ど）などの「重症化リスクが高い人との接触が多い人」

・医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルスばく
露リスクが高い人」

　上記の人は、状況に応じたリスク等を考慮した上で、追加
接種を検討してください。

追加接種（３回目接種）について

問新型コロナウイルス感染症対策係 ☎028（678）8773

対　　象 ２回目接種を終了した人のうち、
原則8カ月以上経過した人

mRNAワクチン
（ファイザー社製・モデルナ社製）

２回目接種完了時期

２回目接種率

令和３年６月

91.2％

２回目

12,804人

１回目接種率

91.6％

１回目

12,853人

対象者数

14,039人全　体

94.9％4,830人95.3％4,852人5,092人65歳以上内  

訳 89.1％7,974人89.4％8,001人8,947人12～64歳

接種券付き予診票発送時期（予定）

実施曜日 火・水・木・日曜日（祝日を除く）
開 始 日 ２月１日（火）

受付時間 火・水・木曜日 13:30～15:30
日曜日 9:30～12:00

実施場所 町農業者トレーニングセンター

使用ワクチン ファイザー社製・モデルナ社製
※変更になる場合もあります。

１月

集団接種予約開始時期（予定）

予約不要
（町が指定します）令和３年７月 １～２月

令和３年８月 ３月 ３月中旬～

対象年齢 追加接種日時点で18歳以上
接種回数 １回
使用する
ワクチン

※最新情報は、広報はがや町ホームページなど
でお知らせします。

※接種当日の持ち物など注意事項は、接種券に
同封の案内をご覧ください。

※１・２回目の接種を希望する人も接種できます。
町新型コロナワクチンコールセンター☎028
（678）8773へ電話で予約してください。

　芳賀町に転入する前に１・２回目のワクチン接種をした人で、３回目の接種を希望する場合は、新型
コロナウイルス感染症対策係に「接種券発行申請書」を提出してください。
　申請書は役場健康福祉課窓口で受け取りまたは町ホームページでダウンロードができます。

注意　他市町村で接種を受けた後に芳賀町へ転入した人へ

※12/21現在、12歳以上の町民

問接種証明書全般：厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターフリーダイヤル　 0120（761）770
　マイナンバーカード全般：マイナンバー総合フリーダイヤル　 0120（95）0178

新型コロナワクチン
接種証明書

アプリの詳細は　
こちら▶

2 広報はが 令和４年１月号
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　マイナンバーカード全般：マイナンバー総合フリーダイヤル　 0120（95）0178

新型コロナワクチン
接種証明書

アプリの詳細は　
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　あけましておめでとうございます。皆さまには清々しい新春を
お迎えのことと心からお喜び申し上げます。日頃から町政に対し
ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　昨年は、旧芳賀高校跡地の「祖陽が丘」住宅用地が完売するなど
６年連続で転入者数が転出者数を上回ったほか、芳賀第２工業団
地の予約分譲企業２社の決定、LRT沿線付近の地価公示価格の上
昇など、本町の将来への期待の高まりを実感しました。今後も皆

さまに「住んでみたい」「住んで良かった」と思われ「躍動する　わくわくする　芳賀町」
に誇りと期待を持っていただけるよう、各施策を推進します。
　農業振興に向けて、稲毛田地内での梨団地の整備や、昨年着手となった祖母井・上延
生・芳志戸地内のほ場整備事業「芳賀町北部第 2地区」の面工事を推進し、土地基盤を整
えます。
　宇都宮市と共同で取り組むLRT（次世代型路面電車）整備事業は、開業に向け工事を
進めます。開業に合わせ、本町を訪れる人々を魅了するまちづくりに注力します。交
通結節点として工業団地内に設ける LRTトランジットセンターの隣接に整備する案内
所等観光拠点の設計に取り組みます。下原地区においては、利便性の高い新たな住宅
地を整備するための計画づくりを進めます。防災機能を兼ね備えた新たな観光の名所
として、道の駅はがと芳賀遊水地をつなぐ遊歩道を整備し、来訪者の回遊を促します。
　子育てしやすい環境を充実させ、少子化対策を図ります。今月中には、利用者増加
のため新築した芳賀東小学校の学童保育施設を開きます。子育て支援課を中心に、妊
娠・出産・子育てへの一体的な支援や、県内初となる「子ども第三の居場所」の設置を行
います。
　皆さまの安心につなげる取り組みとして、町内の要所に防犯カメラを設置するほか、
交通事故を抑止する整備を行います。「自助」や「共助」の連携を軸とする地区防災計画
は、全自治会での策定を目指します。自主防災組織と町の合同防災訓練を継続し、災
害に強く、安全安心に暮らせるまちづくりを進めます。
　結びに、本年が皆さまにとりまして素晴らしい一年となりますよう心からお祈り申
し上げ、年頭のご挨拶といたします。

　令和４年１月

芳賀町長

　あけましておめでとうございます。町民の皆さま
におかれましては、お健やかに新年を迎えられたこ
とと拝察し、心よりお喜び申し上げます。
　昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染
拡大で１年延期されていた東京オリンピック・パラ
リンピックが開催されました。昨年10月に県民栄誉
賞を受賞された本県出身の柔道髙藤直寿選手の金メ

ダルで始まり、各選手の活躍は、コロナ疲れで気落ちしていた私たちに
歓喜と感動を与えてくれました。
　1964年10月開催の前回の東京オリンピックを思い出しますと「東洋の魔
女」と称された女子バレーボールや男子体操団体の金メダル、そして裸足
で走ったローマ大会に続き２大会連続金メダルを獲得した上、当時の世
界最速記録を樹立した男子マラソンのアベベ・ビキラ選手に釘付けとな
りました。この大会に合わせて国内では、東海道新幹線や東京モノレール、
首都高速道路などのインフラが整備され、開会式が行われた10月10日は
祝日の「体育の日」となり、国民の心に広く結びつきました。一方、時
代は巡り57年が経過し開催された今大会は、コロナ感染拡大防止のため
聖火リレーの一部中止や無観客開催となってしまったことで、国民の圧
倒的な支持を得た大会とは言えませんでした。
　本町においては、町が造成した魅力あふれる住宅団地「祖陽が丘」の完
売による定住人口の増加、芳賀第２工業団地の造成や土地改良事業の推
進、そして宇都宮駅へ直結するLRT事業の進展により、間もなく夢や理
想が結実されると感じております。この喜びに慢心することなく、ある
著名人の名言「予算は有限、希望（欲望）は無限」を真摯に受け、堅実な財
政運営と町勢発展に、議員一同で鋭意努力してまいります。
　本年が、町民の皆さまにとりまして健やかで幸せな素晴らしい年にな
りますようご祈念し、今後も議会に対しましてご理解とご協力を賜れま
すようお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

　令和４年１月

芳賀町議会議長
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寅寅年年生まれ
わわれれ らら

ー今年の抱負を 聞きまし
たー

寅年生ま
れが

複数人い
る

ご家族！

寅年
いっぱい！町内小学校５年生！

「トロンボーンを頑張ること」
「ゴルフでエイジシュート」

「野球と勉強を頑張ること」
「交通安全」
「家族が元気に過ごすこと」

「最上級生として
下級生のお手本になること」

「けが無く野球を頑張ること」

「剣道大会で優勝すること」
「家族の健康第一」

武井家

黒須家

水沼家

生井家 堀井家

山田家

飯塚家

芳賀東小学校5年1組
　 岩渕 至恩さん

芳賀東小学校5年2組
　 手塚 理桜さん

芳賀南小学校5年生
 　小山 律さん

芳賀南小学校5年生
　 菊内 かなえさん

 　美空さん 　香織さん　雄海君

　 美怜さん 　暁人さん　 トシイさん

 　圭子さん　 麻紘さん 　浩二さん
「最高学年として
下級生を引っ張っていくこと」

 　煌凱さん 　初枝さん
 　由紀子さん 　泰雅さん

芳賀北小学校
5年1組

　 赤羽 勇臥さん

 　香名子さん 　悠希さん

　下級生のお手本となる6年生に
なることです。ぼくは、毎朝教室
に入るときに明るく大きな声で
「おはようございます。」と言って
います。言われた人が、気持ちが
良くなるようなあいさつを続けて
いきたいです。そうすることで、
芳賀東小学校が明るい学校になる
と思います。また、最高学年とし
て委員会活動や清そうなどに積極
的に取り組んでいきたいです。

　野球を頑張ることです。ぼくは、1番ショート
で試合に出ています。試合の後半になると、2番
手としてマウンドに立ちます。守備の要として、
2番手として、守備練習やピッチング練習を頑
張りたいです。そして「全員野球」で郡大会優勝
できるようにしたいです。

　1つ目は、学習で苦手な漢字を克服することで
す。読書をたくさんして、様々な漢字を覚えて、
力をつけたいです。2つ目は、バレーボールです。
去年に続き関東大会へ出場できるよう、毎日の練
習を一生けん命頑張りたいです。3つ目は、下級
生のお手本になることです。ルールをしっかり守
り、どんな活動にも一生けん命取り組み、学校を
リードしていきたいです。

　1つ目は学習です。私は特に、
算数のグループ学習が少し苦手
です。6年生になると算数がむ
ずかしくなるので、グループで
友達と学び合えるように今から
頑張りたいです。2つ目は、下級
生の面倒を見ることです。6年
生を見ていると、そうじの仕方
を教えたり困っている下級生を
助けたりしています。私も下級
生に優しくできる芳賀北小学校
のリーダーになりたいです。

　最高学年として下級生を引っぱっていくことです。3月になったら、
今まで引っぱってくれていた六年生が卒業し、今度は私たちが下級
生を引っぱっていく番になります。委員会や登校班の班長としての
役割を果たし、下級生のお手本になれるように、頑張りたいです。

　1つ目は、音楽部を頑張ることです。ほか
の部員や新入部員に教えることができる
ように、楽しいと思ってもらえるように頑
張って練習をしたいです。2つ目は、4月か
ら最高学年になるので委員会活動に積極
的に取り組み、学校にこうけんしたいです。
最高学年として下級生のお手本となれる
ように行動していきたいです。

芳賀北小学校
5年2組

　 半田 那奈さん

芳賀東小
5年1組

芳賀北小
5年1組

芳賀北小
5年2組

芳賀南小
5年生

芳賀東小
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 　ミキちゃん 　陽菜さん 　孝行さん
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寅寅年年生まれ
わわれれ らら

ー今年の抱負を 聞きまし
たー

寅年生ま
れが

複数人い
る

ご家族！

寅年
いっぱい！町内小学校５年生！

「トロンボーンを頑張ること」
「ゴルフでエイジシュート」

「野球と勉強を頑張ること」
「交通安全」
「家族が元気に過ごすこと」

「最上級生として
下級生のお手本になること」

「けが無く野球を頑張ること」

「剣道大会で優勝すること」
「家族の健康第一」
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黒須家
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生井家 堀井家
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飯塚家
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　 手塚 理桜さん
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 　小山 律さん

芳賀南小学校5年生
　 菊内 かなえさん

 　美空さん 　香織さん　雄海君

　 美怜さん 　暁人さん　 トシイさん
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下級生を引っ張っていくこと」
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　 赤羽 勇臥さん

 　香名子さん 　悠希さん

　下級生のお手本となる6年生に
なることです。ぼくは、毎朝教室
に入るときに明るく大きな声で
「おはようございます。」と言って
います。言われた人が、気持ちが
良くなるようなあいさつを続けて
いきたいです。そうすることで、
芳賀東小学校が明るい学校になる
と思います。また、最高学年とし
て委員会活動や清そうなどに積極
的に取り組んでいきたいです。

　野球を頑張ることです。ぼくは、1番ショート
で試合に出ています。試合の後半になると、2番
手としてマウンドに立ちます。守備の要として、
2番手として、守備練習やピッチング練習を頑
張りたいです。そして「全員野球」で郡大会優勝
できるようにしたいです。

　1つ目は、学習で苦手な漢字を克服することで
す。読書をたくさんして、様々な漢字を覚えて、
力をつけたいです。2つ目は、バレーボールです。
去年に続き関東大会へ出場できるよう、毎日の練
習を一生けん命頑張りたいです。3つ目は、下級
生のお手本になることです。ルールをしっかり守
り、どんな活動にも一生けん命取り組み、学校を
リードしていきたいです。
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確定申告
問税務課町民税係☎028（677）6013

問真岡税務署☎0285（82）2115
（自動音声が流れますので「２」の番号を選択してください。）

2月16日（水）～3月15日（火）は確定申告期間です

社会保険料（国民年金保険料）控除を受ける場合は控除証明書が必要です

芳賀町確定申告相談会

の準備をしましょう

事前に必要なものを確認し、申告当日までに用意しておきましょう。
準備や方法についてのお問い合わせは、2月15日（火）までにお願いします。

真岡税務署からのお願い

○会場 町役場2階大会議室
※昨年とは場所が異なります

○期間 2月16日（水）～3月15日（火）の平日
○時間 午前の部 8:30～11:00

午後の部 13:00～16:00
○受付延長 2月24日（木）、3月3日（木）

19:00まで延長
※広報はが2月号折り込みの「確定申告のお知ら
せ」、町ホームページもご確認ください。
※会場は、令和3年12月22日現在の予定です。新
型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
変更する場合があります。

　日本年金機構から送付される「社会保険料（国
民年金保険料）控除証明書」の詳細や再発行につ
いてはねんきん加入者ダイヤルにお問い合わせ
ください。

固定電話・携帯電話から ☎0570（003）004
IP電話などから ☎03（6630）2525
【受付】月～金曜日 8:30～19:00
　　　第2土曜日 9:30～16:00
　　　※土・日・祝、1月1日～3日は除く
　　　　（ただし、第２土曜日は受付）

◆事前準備の徹底をお願いします
　　事前に準備いただく書類（医療費控除の明細
書・事業所得の収支内訳書等）の作成が済んでい
ない場合は、事前準備が済んでいる人を優先す
るか、一度お帰りいただく場合があります。
◆各種様式について
　　医療費控除の明細書は国税庁ホームページ
　に、農業関係収支計算書は町ホームページに様
式を掲載しています。農業関係収支計算書は該
当者宛てに11月に郵送しましたが、届いていな
い人は町民税係☎028（677）6013にご連絡く
ださい。

○給与所得、公的年金以外の所得がある人
・シルバー人材センター分配金や個人年金などの
雑所得がある人
・農業、営業などの事業所得がある人
・地代、家賃、賃貸料（現物収入の人も含みます）な
どの不動産所得がある人　など

〇退職所得がある人※今年から必ず申告が必要です。
○給与所得のみの人
・給与の収入金額が2,000万円を超える人（税務署
での申告が必要です）
・年末調整がされていない人
・2カ所以上の会社から給与をもらっている（年末
調整した給与以外の給与の収入金額が20万円を
超える）人

○公的年金の所得のみの人
・公的年金の収入金額が400万円を超える人
○確定申告をすれば税金が戻る人
・医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除
（1回目は税務署で申告が必要）などを受けるこ
とができる人

○収入が0円で、令和4年度の所得証明書等を申請
する人
○国民健康保険税等の低所得者軽減措置を受ける人

○マイナンバーと本人が確認できる物

○所得を証明する書類
・給与、年金、退職所得等の源泉徴収票
・作成済の事業所得、不動産所得の収支内訳書
○所得控除を受けるための書類
・国民年金保険料の控除証明書
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の控除
証明書
・作成済の医療費控除の明細書、医療費のお知らせ
・高額療養費の支給決定通知書（ある場合）
・寄附金の受領証
○利用者識別番号が記載された税務署からのお知
らせ

○口座番号が分かる物（所得税の還付を受ける場
合）

ねんきん加入者（国民年金）ダイヤル

対象／令和３年分所得の還付申告のみ
期間／1月4日（火）～2月15日（火）
場所／真岡税務署
予約／真岡税務署☎0285（82）2115に電話
　ご予約の上、お早目の申告にご協力をお願
いします。

真岡税務署の確定申告会場での申告は
少人数、マスク着用で
　混雑回避のため入場制限を実施します。少
人数でお越しください。会場の混雑状況に
よっては、後日の来署をお願いする場合があ
ります。ご理解、ご協力をお願いします。
　また、ご来場の際はマスクを着用し、体調が
すぐれない場合は、無理をせず来場を控えて
ください。

【例1】

マイナンバー
カード

【例2】

※記載事項（住所・氏名・生年
月日・性別）が住民票と一致
している場合に限り利用可

ま
た
は

＋

運転免許証等

おすすめです！インターネットを利用した自宅での申告書作成
①国税庁ホームページ「確定申告作成等コーナー」で申告書作成
　混雑する会場に出向かず、パソコン・タブレット・スマホから自宅で、申告書の作成が可能です。　　　
②いずれかの方法で提出！
　●e-Taxで送信

　●書類を印刷して郵送　「〒321-4305 真岡市荒町5178番地 真岡税務署」宛て
　　詳しくは国税庁ＨＰ（https://ｗｗｗ.nta.go.jp/）をご覧ください。

※マイナンバーカード読取対応機種に限ります。

マイナンバーカード スマートフォン※ ICカードリーダライタ

＋ または
◆ID・パスワード方式の届出完了
　通知（真岡税務署で届出が必要）
◆前年に役場申告会場で取得した
　ID・パスワード

国税庁▶
ホームページ　

町ホームページ　
「確定申告」▶

マイナンバーカード方式で必要な物 ID・パスワード方式で必要な物

申告が必要な人（例） 申告に必要な物（例）

通知カード※ マイナンバー
記載の住民票

還付申告事前受付をご利用ください
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・公的年金の収入金額が400万円を超える人
○確定申告をすれば税金が戻る人
・医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除
（1回目は税務署で申告が必要）などを受けるこ
とができる人

○収入が0円で、令和4年度の所得証明書等を申請
する人
○国民健康保険税等の低所得者軽減措置を受ける人

○マイナンバーと本人が確認できる物

○所得を証明する書類
・給与、年金、退職所得等の源泉徴収票
・作成済の事業所得、不動産所得の収支内訳書
○所得控除を受けるための書類
・国民年金保険料の控除証明書
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の控除
証明書
・作成済の医療費控除の明細書、医療費のお知らせ
・高額療養費の支給決定通知書（ある場合）
・寄附金の受領証
○利用者識別番号が記載された税務署からのお知
らせ

○口座番号が分かる物（所得税の還付を受ける場
合）

ねんきん加入者（国民年金）ダイヤル

対象／令和３年分所得の還付申告のみ
期間／1月4日（火）～2月15日（火）
場所／真岡税務署
予約／真岡税務署☎0285（82）2115に電話
　ご予約の上、お早目の申告にご協力をお願
いします。

真岡税務署の確定申告会場での申告は
少人数、マスク着用で
　混雑回避のため入場制限を実施します。少
人数でお越しください。会場の混雑状況に
よっては、後日の来署をお願いする場合があ
ります。ご理解、ご協力をお願いします。
　また、ご来場の際はマスクを着用し、体調が
すぐれない場合は、無理をせず来場を控えて
ください。

【例1】

マイナンバー
カード

【例2】

※記載事項（住所・氏名・生年
月日・性別）が住民票と一致
している場合に限り利用可

ま
た
は

＋

運転免許証等

おすすめです！インターネットを利用した自宅での申告書作成
①国税庁ホームページ「確定申告作成等コーナー」で申告書作成
　混雑する会場に出向かず、パソコン・タブレット・スマホから自宅で、申告書の作成が可能です。　　　
②いずれかの方法で提出！
　●e-Taxで送信

　●書類を印刷して郵送　「〒321-4305 真岡市荒町5178番地 真岡税務署」宛て
　　詳しくは国税庁ＨＰ（https://ｗｗｗ.nta.go.jp/）をご覧ください。

※マイナンバーカード読取対応機種に限ります。

マイナンバーカード スマートフォン※ ICカードリーダライタ

＋ または
◆ID・パスワード方式の届出完了
　通知（真岡税務署で届出が必要）
◆前年に役場申告会場で取得した
　ID・パスワード

国税庁▶
ホームページ　

町ホームページ　
「確定申告」▶

マイナンバーカード方式で必要な物 ID・パスワード方式で必要な物

申告が必要な人（例） 申告に必要な物（例）

通知カード※ マイナンバー
記載の住民票

還付申告事前受付をご利用ください
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　今年度、がん検診は受けましたか。すでに受けた人も、これから受ける人も結果が戻ってきたら
必ず目を通してください。「要精密検査」「要治療」の記載があった人は、必ず医療機関を受診して
ください。放っておくと命に関わる危険性があります。

　上のグラフを見ても分かるように、芳賀町のがん検診精密検査受診率は県や全国の平均よりも下回って
いる項目があります。特に、肺がん検診と乳がん検診は、県と国の両方の平均を下回っています。町は、町
民の皆さんの健康のため、精密検査の受診率100％ を目指しています。皆さんのご理解とご協力をお願い
します。「要精密検査」の結果が出たら、必ず病院で精密検査を受けましょう。

問健康福祉課健康係☎028（677）6042

「要精密検査」「要治療」と言われても、
特に症状がない場合は？

症状がない場合でも、必ず医療機関の
受診をしてください。自覚症状が現れ
るときには病気がかなり進行している
場合があります。早期発見のためには、
早めの受診が不可欠です。 

要精密検査になったらがんなの？

「要精密検査＝がん」ではありません。
「要精密検査」と判定された場合、がん
の疑いがあるので、より詳しく検査し
てがんであるかどうかを確認する必要
があります。また「要精密検査」と判定
されても精密検査を受けないと、がん
検診を受けた意味がなくなってしまい
ます。

精密検査では、どんな検査をするの？ 

検査については、その部位や医療機関
によっても異なりますが、より詳しい
検査をします。 
【肺がん検診の場合（例）】
胸部単純X線（レントゲン）、胸部CT、気
管支鏡、喀痰細胞診など

精密検査はどこで受けられるの？

栃木県では、精密検査を受けられる医
療機関をホームページに掲載していま
すので、参考にしてください。

栃木県ホームページ▶

がん検診の結果「要精密検査」と言われたら、
　　   必ず病院で精密検査を受けましょう！

がん検診精密検査受診率の比較
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くらしナビ
━防災━

栃木県知事表彰
【模範消防団員】
渡部　友靖（分 団 長）

栃木県消防協会長表彰
【勤続章25年】
塩田　憲司（副 団 長）
【勤続章15年】
大塚　　勉（副分団長）
小林　孝之（1－1団員）
大根田洋一（3－3団員）
【勤続章10年】
田中　芳成（副分団長）
大島　健太（1－1班長）
菊田　貴郁（1－1団員）
吉永　忠史（1－2団員）
小林　　浩（1－3班長）
髙原　智幸（1－3班長）
酒井　直樹（2－1部長）
大村　勝久（2－1団員）
黒﨑　智久（2－2団員）
荒井　裕行（2－2団員）
生井　健斗（2－4部長）
黒須　竜真（2－4団員）
阿久津利文（3－3班長）
大根田湧輝（3－3班長）

栃木県消防協会芳賀支部長表彰
【功労章】
渡部　友靖（分 団 長）
舟生　佳弘（1－1部長）
手塚　宏司（1－3部長）
植木　宏典（2－2団員）
【勤続章５年】
阿部慎太郎（1－1団員）
杉山　和樹（1－1団員）
藤平　宗史（1－1団員）
古谷　智則（1－2班長）
大根田貴裕（1－2班長）
菱沼　俊介（1－2班長）
佐藤　昌夫（1－2班長）
吉永　　巧（1－3団員）
田中　　周（2－1団員）
茂木　大介（2－1団員）
岡本　修洋（2－2班長）
小林　成裕（2－2班長）
関口　拓也（2－3団員）
坂本　龍一（2－3団員）
坂本　昌孝（2－4班長）
越口　政典（3－2団員）
阿久津大介（3－2団員）
堀江　正樹（3－3班長）
武田　尚士（3－3団員）
柳　　雄太（3－4団員）

芳賀町長表彰
【優秀消防団員】
手塚　宏司（1－3部長）
加藤　敏晴（2－3部長）
武田　和之（3－3部長）

芳賀町消防団長表彰
【特別表彰】
木村　直樹（3－1団員）
【優良団員】
宮川　孝司（1－1班長）
古谷　智則（1－2班長）
髙原　智幸（1－3班長）
添谷　友宏（2－1班長）
小林　成裕（2－2班長）
黒﨑　仁志（2－3班長）
迫田　一輝（2－4班長）
阿部　慎悟（3－1班長）
山口　剛史（3－2班長）
大関　俊彦（3－3団員）
水沼　一将（3－4班長）

令和３年度 町消防団被表彰者［敬称略］

　消防団員は「自分たちの町は自分たちで守る」という精神の下、火災や
災害が発生した際に自宅や職場から駆け付け、消火・防災活動にあたる地
域防災の要です。また、普段も放水訓練や通信訓練などの訓練を行うだけ
でなく、地域の防災訓練や行事に参加するなど、日頃から地域に密着した
活動を行っています。消防団に入り、仲間と共に町を守りませんか。
　消防団に興味のある人、参加してみたい人は、総務課地域安全対策係ま
でご連絡ください。
　地域を守るためにはあなたの力が必要です！

きみも仲間に
町消防団員
募集中！

問総務課地域安全対策係 ☎028（677）6029
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道の駅はが ロマンの湯

道の駅はが 友遊はが

芳賀広域行政斎場

子育て支援センターあっとほーむ

子育てひろばぴよぴよ

ふれあいタクシーひばり
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業務
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休（令和4年6月30日まで臨時休館）
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(月)

1/4
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1/5
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交通系ICカードで
乗り降りできます。

進行方向

扉

ディスプレイ ディスプレイ

カードリーダー カードリーダー

LRTが停車してから
下側のカードリーダーへ
交通系ICカードをタッチして

乗ってください。

LRTが停車してから
上側のカードリーダーへ
交通系ICカードをタッチして

降りてください。

下 側 上 側

交通系ICカードを
タッチさせると
「ピッ」と
音が鳴ります。

扉

LRT車両「ライトライン」は、全ての扉に「ICカードリーダー」が付いて
いるので、交通系ICカードを利用すればスムーズな乗り降りが可能です。
　今回は、ICカードでのLRTの乗り方をご紹介します。

　ライトラインは、全ての扉にICカードリーダーが付いているの
で、交通系ICカードなら乗るときはもちろん、降りるときも車内
を移動することなく利用できます。また、タッチするだけで乗り
降りできるので小銭を用意する必要がなくスムーズです。

totraやSuica、PASMOなどの全国相互利用サービス対象のIC
カードで乗ることができます。また、ICカードならLRTからバス
や鉄道に乗り継ぐときも、これ1枚で対応できます。 　totraなどのICカードへの

チャージは、LRT車内のほか、
鉄道駅や路線バスの車内、コ
ンビニなどでもできるよ。

LRTの乗り方

いろいろな交通系ICカードが使える！
POINT

1

POINT

2

POINT

3

全ての扉から乗り降りできる！

乗るときも降りるときもタッチするだけ！

交通系ICカード

LRTで
町全体が
便利に！

問都市計画課LRT整備係　☎028（677）6161

※現金で支払う場合は、進行方向の先頭の扉をご利用ください。

チャージ
できる場所

現金も使えるけど、IC
カードの方が簡単に乗
り降りできそうだね！
さらにtotraだと交通ポ
イントが貯まるんだね。

など

vol.1

利用可能
カード

ト ト ラ

ト ト ラ ス イ カ パ ス モ

豆知識

LRTに乗るとき
＼乗るとき緑にタッチ／ ＼降りるとき黄色にタッチ／

LRTから降りるとき1 2

1 1

22
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※掲載内容は令和3年12月22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。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症
対策事業継続支援金
対象／中小企業信用保険法第2条
に規定する中小企業者で、町内に
主たる事業所を有し、令和3年7月
～10月のいずれか1カ月の収入
の金額が、前年または前々年同月
の収入の金額に比べて、20％以上
30％未満減少したことが認められ
る事業者※国の月次支援金または
県の地域企業事業継続支援金・新
型コロナウイルス感染症拡大防止
営業時間短縮協力金の支給を受け
た者または受ける見込みのある者
は給付の対象外
補助額／一律10万円※1事業所1
回限り
締切／2月28日（月）
問商工観光課商工観光係

☎028（677）6018

町奨学生募集
募集期間／2月1日（火）～3月31日
（木）※土日・祝日を除く
貸付額／高等学校･専修学校（高等
課程）20,000円以内、高等専門学
校30,000円以内、短大･大学･専
修学校40,000円以内※月額
対象／町内に1年以上住所があり、
高校･大学などに在学している人、
または入学予定の人※勉学のため
に町外に住んでいる場合も対象
備考／町内在住者を対象に、返還
額を最大で半額減免する制度があ
ります。
問学校教育課学校管理係

☎028（677）6098

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
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

交通系ICカードで
乗り降りできます。

進行方向

扉

ディスプレイ ディスプレイ

カードリーダー カードリーダー

LRTが停車してから
下側のカードリーダーへ
交通系ICカードをタッチして

乗ってください。

LRTが停車してから
上側のカードリーダーへ
交通系ICカードをタッチして

降りてください。

下 側 上 側

交通系ICカードを
タッチさせると
「ピッ」と
音が鳴ります。

扉

LRT車両「ライトライン」は、全ての扉に「ICカードリーダー」が付いて
いるので、交通系ICカードを利用すればスムーズな乗り降りが可能です。
　今回は、ICカードでのLRTの乗り方をご紹介します。

　ライトラインは、全ての扉にICカードリーダーが付いているの
で、交通系ICカードなら乗るときはもちろん、降りるときも車内
を移動することなく利用できます。また、タッチするだけで乗り
降りできるので小銭を用意する必要がなくスムーズです。

totraやSuica、PASMOなどの全国相互利用サービス対象のIC
カードで乗ることができます。また、ICカードならLRTからバス
や鉄道に乗り継ぐときも、これ1枚で対応できます。 　totraなどのICカードへの

チャージは、LRT車内のほか、
鉄道駅や路線バスの車内、コ
ンビニなどでもできるよ。

LRTの乗り方

いろいろな交通系ICカードが使える！
POINT

1

POINT

2

POINT

3

全ての扉から乗り降りできる！

乗るときも降りるときもタッチするだけ！

交通系ICカード

LRTで
町全体が
便利に！

問都市計画課LRT整備係　☎028（677）6161

※現金で支払う場合は、進行方向の先頭の扉をご利用ください。

チャージ
できる場所

現金も使えるけど、IC
カードの方が簡単に乗
り降りできそうだね！
さらにtotraだと交通ポ
イントが貯まるんだね。

など

vol.1

利用可能
カード

ト ト ラ

ト ト ラ ス イ カ パ ス モ

豆知識

LRTに乗るとき
＼乗るとき緑にタッチ／ ＼降りるとき黄色にタッチ／

LRTから降りるとき1 2

1 1

22

ト ト ラ

20歳から国民年金
　日本に住む20歳以上60歳未満
のすべての人は国民年金に加入
し、保険料を納めることになってい
ます。加入の届けをしなかったり、
保険料を納め忘れたりすると、年
金が受けられないことがあります。
　学生や収入が少なく保険料の納
付が困難な人には「学生納付特例」
や「免除・納付猶予申請」など、保険
料の免除・納付を猶予する制度が
あります。国民年金の手続きと併
せて申請してください。
問住民課国保年金係

☎028（677）6038

※もえるごみの収集、芳賀地区エコステーションへの持ち込みは、1月4日（火）から

13広報はが 令和4年1月号

タウンはが
インフォメーション

人のうごき
令和3年11月末日現在
（住民基本台帳登録者数）

人口 15,653人（＋13人）
男 7,919人（＋ 2人）
女 7,734人（＋11人）
世帯数 5,780戸（＋ 7戸）
◎転入 51人 ◎転出 31人
◎出生 12人 ◎死亡 18人

1月の納税
問税務課納税係

☎028（677）6035
◎国民健康保険税 7期
◎介護保険料 7期
◎後期高齢者医療保険料 7期
納期限：1月31日（月）
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※掲載内容は令和3年12月22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。

人材募集
令和4年度町会計年度任用職員募集案内
　令和4年4月1日任用予定の会計年度任用職員の募集・選考を行います。
　会計年度任用職員とは、一年度内（4月1日から翌年3月31日）を任期として任用される非常勤の地方公務員です。
1　募集職種等

職　種 募集
人数 必要資格等 勤務場所 勤務時間 報酬月額

事務補助 21人 パソコン操作のできる人
（ワード・エクセル）

町役場または町有
施設

①（20人）月曜日～金曜日
　8:30～17:00（年に数回、土・日曜日の勤務あり）
②（1人）火曜日～土曜日
　8:30～17:00

141,387円
～160,548円

保健師① 1人 保健師資格（新型コロナワ
クチン接種業務） 町役場 月曜日～金曜日

8:30～17:00（月に数回、日曜日の勤務あり）
195,870円
～222,096円

保健師② 1人
保健師資格（介護予防教
室、高齢者訪問等業務に従
事）

町役場 月曜日～金曜日
8:30～17:00

195,870円
～222,096円

看護師① 1人 看護師資格（新型コロナワ
クチン接種業務） 町役場 月曜日～金曜日

8:30～17:00（月に数回、日曜日の勤務あり）
189,193円
～215,999円

看護師② 1人

看護師資格（地域包括支援
センター業務に従事）※介
護支援専門員の資格があ
る場合は表示

町役場 月曜日～金曜日
8:30～17:00

189,193円
～215,999円

看護師③ 2人 看護師資格 祖母井保育園 月曜日～金曜日
8:30～17:00

189,193円
～215,999円

こども家庭支援員 1人

①～③のいずれか
①社会福祉士、保健師、助
産師、看護師、保育士のい
ずれかの資格
②教員免許
③都道県知事の指定する
児童福祉司もしくは児童
福祉施設の職員を養成す
る学校その他の施設を卒
業し、または都道府県知事
の指定する講習会の課程
を修了した人

町役場 月曜日～金曜日
8:30～17:00

195,870円
～222,096円

子育て世代
包括支援センター
コーディネーター

2人 看護師資格（産科臨床経験
者）・助産師資格 町役場 月曜日～金曜日

8:30～17:00
195,870円
～222,096円

介護支援専門員 1人 介護支援専門員資格 町役場 月曜日～金曜日
8:30～17:00

189,193円
～215,999円

介護認定調査員 2人 介護福祉士資格 町役場 月曜日～金曜日
8:30～17:00

189,193円
～215,999円

保育士 14人 保育士資格 祖母井保育園
月曜日～土曜日の内週5日
7:00～19:00の間で早出遅出勤務あり
（1日7時間30分勤務）

154,935円
～194,709円

栄養士① 2人 栄養士資格 町内の小学校 月曜日～金曜日
8:00～16:15※8月の勤務なし

154,935円
～182,612円

栄養士② 1人 栄養士資格 祖母井保育園 月曜日～金曜日
8:00～16:30

154,935円
～182,612円

教育相談員 2人
教員として勤務経験があ
り、教育相談について相当
の知識と経験がある人

生涯学習センター 月曜日～金曜日の内週4日
8:00～17:00

151,354円
～172,799円

学習指導助手 11人 教員免許 町内の小中学校 月曜日～金曜日
8:00～16:15

195,870円
～222,096円

特別支援教育補助員 6人 教員免許 町内の小学校 月曜日～金曜日
8:00～14:45※学校の休業日は勤務なし

151,354円
～172,799円

スクールソーシャル
ワーカー 1人 保健師資格 町役場 月曜日～金曜日

8:30～17:00
195,870円
～222,096円

社会教育指導員 3人 社会教育に関係する職に
あった人または関心のある
人で、パソコン操作のでき
る人（ワード・エクセル）

町民会館、
生涯学習センター

火曜日～土曜日
8:30～17:00

154,935円
～182,612円

生涯学習センター
分館長 1人 生涯学習センター

分館
火曜日～土曜日の内週4～5日
8:30～17:00

167,458円
～222,677円

14 広報はが 令和4年1月号



※掲載内容は令和3年12月22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。

人材募集
令和4年度町会計年度任用職員募集案内
　令和4年4月1日任用予定の会計年度任用職員の募集・選考を行います。
　会計年度任用職員とは、一年度内（4月1日から翌年3月31日）を任期として任用される非常勤の地方公務員です。
1　募集職種等

職　種 募集
人数 必要資格等 勤務場所 勤務時間 報酬月額

事務補助 21人 パソコン操作のできる人
（ワード・エクセル）

町役場または町有
施設

①（20人）月曜日～金曜日
　8:30～17:00（年に数回、土・日曜日の勤務あり）
②（1人）火曜日～土曜日
　8:30～17:00

141,387円
～160,548円

保健師① 1人 保健師資格（新型コロナワ
クチン接種業務） 町役場 月曜日～金曜日

8:30～17:00（月に数回、日曜日の勤務あり）
195,870円
～222,096円

保健師② 1人
保健師資格（介護予防教
室、高齢者訪問等業務に従
事）

町役場 月曜日～金曜日
8:30～17:00

195,870円
～222,096円

看護師① 1人 看護師資格（新型コロナワ
クチン接種業務） 町役場 月曜日～金曜日

8:30～17:00（月に数回、日曜日の勤務あり）
189,193円
～215,999円

看護師② 1人

看護師資格（地域包括支援
センター業務に従事）※介
護支援専門員の資格があ
る場合は表示

町役場 月曜日～金曜日
8:30～17:00

189,193円
～215,999円

看護師③ 2人 看護師資格 祖母井保育園 月曜日～金曜日
8:30～17:00

189,193円
～215,999円

こども家庭支援員 1人

①～③のいずれか
①社会福祉士、保健師、助
産師、看護師、保育士のい
ずれかの資格
②教員免許
③都道県知事の指定する
児童福祉司もしくは児童
福祉施設の職員を養成す
る学校その他の施設を卒
業し、または都道府県知事
の指定する講習会の課程
を修了した人

町役場 月曜日～金曜日
8:30～17:00

195,870円
～222,096円

子育て世代
包括支援センター
コーディネーター

2人 看護師資格（産科臨床経験
者）・助産師資格 町役場 月曜日～金曜日

8:30～17:00
195,870円
～222,096円

介護支援専門員 1人 介護支援専門員資格 町役場 月曜日～金曜日
8:30～17:00

189,193円
～215,999円

介護認定調査員 2人 介護福祉士資格 町役場 月曜日～金曜日
8:30～17:00

189,193円
～215,999円

保育士 14人 保育士資格 祖母井保育園
月曜日～土曜日の内週5日
7:00～19:00の間で早出遅出勤務あり
（1日7時間30分勤務）

154,935円
～194,709円

栄養士① 2人 栄養士資格 町内の小学校 月曜日～金曜日
8:00～16:15※8月の勤務なし

154,935円
～182,612円

栄養士② 1人 栄養士資格 祖母井保育園 月曜日～金曜日
8:00～16:30

154,935円
～182,612円

教育相談員 2人
教員として勤務経験があ
り、教育相談について相当
の知識と経験がある人

生涯学習センター 月曜日～金曜日の内週4日
8:00～17:00

151,354円
～172,799円

学習指導助手 11人 教員免許 町内の小中学校 月曜日～金曜日
8:00～16:15

195,870円
～222,096円

特別支援教育補助員 6人 教員免許 町内の小学校 月曜日～金曜日
8:00～14:45※学校の休業日は勤務なし

151,354円
～172,799円

スクールソーシャル
ワーカー 1人 保健師資格 町役場 月曜日～金曜日

8:30～17:00
195,870円
～222,096円

社会教育指導員 3人 社会教育に関係する職に
あった人または関心のある
人で、パソコン操作のでき
る人（ワード・エクセル）

町民会館、
生涯学習センター

火曜日～土曜日
8:30～17:00

154,935円
～182,612円

生涯学習センター
分館長 1人 生涯学習センター

分館
火曜日～土曜日の内週4～5日
8:30～17:00

167,458円
～222,677円

14 広報はが 令和4年1月号 ※掲載内容は令和3年12月22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。

職　種 募集
人数 必要資格等 勤務場所 勤務時間 報酬月額

学芸員①
（博物館担当） 1人 学芸員資格（2年以上の実

務経験のある人）IPMの知
識がある人で①博物館担当
学芸員（美術工芸資料・考
古資料・民俗資料の取扱い
ができる人）②文書館担当
学芸員（古文書が読め、行
政文書の選別ができる人）

総合情報館 週5日、8:30～19:00の間で早出遅出勤
務あり（1日7時間30分勤務）

166,161円
～194,709円学芸員②

（文書館担当） 1人

司　書 8人 司書資格 A：総合情報館
B：町内の小中学校

週5日、1日7時間30分勤務
A：早出遅出、土日祝日勤務あり
B：週5日、月1～2回総合情報館で土日祝
日勤務あり※夏休み中は総合情報館勤
務で早出遅出勤務あり

154,935円
～182,612円

交通教育指導員 1人 交通関係法令の知識を有
している人 町役場 月曜日～金曜日の内週4日

8:30～17:00
151,354円
～172,799円

環の町芳賀
総合推進員 1人 廃棄物業務の知識と経験

を有する人
町役場および町内
全域

月曜日～金曜日
8:30～16:00

117,335円
～132,012円

※地方公務員法第16条の欠格条項に該当する人は申し込みできません。
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
・芳賀町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結
成し、またはこれに加入した人

任用期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日

報　　酬 職歴や芳賀町における経験年数に応じて額を決定します。

手 当 等 期末手当（勤務時間が週15時間30分以上の職員に在職期間に応じて最大2.4月分支給）、通勤手当、時間外勤務手当

休　　暇 年次有給休暇、特別休暇

加入保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険

公務災害 栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例または労働者災害補償保険

服　　務 地方公務員法に規定する服務の各規程が適用されます。（服務の宣誓、法令および上司の命令に従う義務、信用失墜行為
の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限、争議行為の禁止）

4　選考申込について
⑴選考申込書の配布
　役場総務課（庁舎2階）で配布します。
　郵便で請求する場合には、封筒に「芳賀町会計年度任用職員選考申込書請求」と朱書きし、120円切手を貼付した
返信宛先明記の返信用封筒（角型2号：A4サイズ）を同封の上、請求してください。
　※申込書は、町ホームページからもダウンロードできます。はがき程度の厚紙に両面印刷してください。
⑵申込方法
　「芳賀町会計年度任用職員選考申込書」に必要事項を記入し、役場総務課庶務人事係に提出してください。
　資格を必要とする職種の場合には、資格証の写しを添付してください。取得見込の場合は、申込書資格欄に「〇〇
資格取得見込」と記載してください。
　郵便で申し込む場合は、封筒の表面に「会計年度任用職員選考申込書在中」と朱書きし、送付してください。必要書
類が完備しているものに限り受け付けます。
5　選考方法
　書類審査および面接試験を行います。面接試験の日時および会場は、申し込み締切後に任用予定の担当課から連絡
します。
6　問合せ・申込書の請求・送付先
　芳賀町役場総務企画部総務課庶務人事係
　〒321-3392　栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地
　☎028（677）1111
　メールアドレス　syomujinji@town.tochigi-haga.lg.jp
　ホームページ　https://www.town.tochigi-haga.lg.jp

2　選考申込受付期間
　1月6日（木）～25日（火）　※郵送で申し込みの場合：当日消印有効
3　勤務条件
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※掲載内容は令和3年12月22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。

お知らせ
公園の落ち葉を無料配付
　堆肥作りなどにご活用ください。
期間／3月31日（木）まで※落ち葉
が無くなり次第終了
場所／上の原緑地公園（祖母井）、
かしの森公園（下高根沢）
申込／環境対策課に電話※住所、
氏名、利用目的をお聞きします。
方法／申し込み後、自由に落ち葉
をお持ち帰りください。積み込み、
運搬は申し込み者自身で行ってく
ださい。
問環境対策課施設管理係

☎028（677）6017

危険物取扱者試験案内
日時／3月6日（日）9:30
場所／宇都宮市（作新学院高等学校）
試験の種類／甲種、乙種（第1類～
第6類）、丙種
手数料／甲種6,600円、乙種4,600
円、丙種3,700円
申込／【電子申請】1月8日（土）～
1月18日（火）【書類申請】1月11日
（火）～1月21日（金）
願書配付／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）一部書店
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

行政書士による無料相談会
　相続や遺言、成年後見、農地転用
や分家住宅といった土地活用の許
認可手続き、外国人の在留、建設業
などの営業許認可についての相談
にお答えします。料金は無料、予約
不要です。マスク着用の上、当日直
接会場にお越しください。
日時／2月6日（日）14:00～16:00
会場／道の駅はが会議室
問栃木県行政書士会芳賀支部

☎0285（84）1732

マイナポイント第2弾
　付与対象は次のとおりです。
①マイナンバーカードを持って
いる人、新規取得した人に最大
5,000円相当のポイント（マイナポ
イント第1弾申込者を除く）
※付与対象のキャッシュレス決済
サービスを1つ選び、チャージやお
買い物をすると利用金額の25％分
のポイント（上限5,000円）がもらえ
ます。マイナンバーカード自体にポ
イントが付くわけではありません。
※対象の決済サービスや申込方法
は、ホームページまたはコールセン
ター 0120（95）0178（ダイヤル
後5番を選択）でご確認ください。
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
ト※開始時期未定
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※開始
時期未定

詳しくはこちら▶
問マイナンバー総合フリーダイヤル

0120（95）0178

イベント・講座
芳賀町民会館開館30周年記念事業

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～

　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、
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／1月23日（日）13:30開場、
14:00開演
場所／町民会館ホ－ル
前売券／販売中、【一般】全席指定
2,500円、【高校生以下】1,500円
※宝くじの助成により、特別料金
となっています。
前売券販売所／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

　閲覧とは、一筆地調査や地積
測定の結果を基に作成した地籍
簿案と地籍図原図を皆さんに確
認していただくことです。皆さん
の閲覧を経て、地籍調査の成果
となる「地籍簿」と「地籍図」が作
成されます。調査結果に誤りなど
があった場合は、閲覧期間内に
限り訂正の申し出をすることが
できます。皆さんにご協力いただ
いた成果ですので、ご確認くださ
い。
日時／1月17日（月）～2月5日
（土）9:00～16:00※土日を含む
場所／上給公民館（上稲毛田
391番地2）

地籍調査事業に基づく
成果の閲覧

問建設課地籍調査係
　　　 　 ☎028（677）6097

給部1地区

給部2地区

【閲覧対象地区】
大字給部、中柏崎の一部
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※掲載内容は令和3年12月22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。

お知らせ
公園の落ち葉を無料配付
　堆肥作りなどにご活用ください。
期間／3月31日（木）まで※落ち葉
が無くなり次第終了
場所／上の原緑地公園（祖母井）、
かしの森公園（下高根沢）
申込／環境対策課に電話※住所、
氏名、利用目的をお聞きします。
方法／申し込み後、自由に落ち葉
をお持ち帰りください。積み込み、
運搬は申し込み者自身で行ってく
ださい。
問環境対策課施設管理係

☎028（677）6017

危険物取扱者試験案内
日時／3月6日（日）9:30
場所／宇都宮市（作新学院高等学校）
試験の種類／甲種、乙種（第1類～
第6類）、丙種
手数料／甲種6,600円、乙種4,600
円、丙種3,700円
申込／【電子申請】1月8日（土）～
1月18日（火）【書類申請】1月11日
（火）～1月21日（金）
願書配付／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）一部書店
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

行政書士による無料相談会
　相続や遺言、成年後見、農地転用
や分家住宅といった土地活用の許
認可手続き、外国人の在留、建設業
などの営業許認可についての相談
にお答えします。料金は無料、予約
不要です。マスク着用の上、当日直
接会場にお越しください。
日時／2月6日（日）14:00～16:00
会場／道の駅はが会議室
問栃木県行政書士会芳賀支部

☎0285（84）1732

マイナポイント第2弾
　付与対象は次のとおりです。
①マイナンバーカードを持って
いる人、新規取得した人に最大
5,000円相当のポイント（マイナポ
イント第1弾申込者を除く）
※付与対象のキャッシュレス決済
サービスを1つ選び、チャージやお
買い物をすると利用金額の25％分
のポイント（上限5,000円）がもらえ
ます。マイナンバーカード自体にポ
イントが付くわけではありません。
※対象の決済サービスや申込方法
は、ホームページまたはコールセン
ター 0120（95）0178（ダイヤル
後5番を選択）でご確認ください。
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
ト※開始時期未定
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※開始
時期未定

詳しくはこちら▶
問マイナンバー総合フリーダイヤル

0120（95）0178

イベント・講座
芳賀町民会館開館30周年記念事業

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～

　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、
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／1月23日（日）13:30開場、
14:00開演
場所／町民会館ホ－ル
前売券／販売中、【一般】全席指定
2,500円、【高校生以下】1,500円
※宝くじの助成により、特別料金
となっています。
前売券販売所／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

　閲覧とは、一筆地調査や地積
測定の結果を基に作成した地籍
簿案と地籍図原図を皆さんに確
認していただくことです。皆さん
の閲覧を経て、地籍調査の成果
となる「地籍簿」と「地籍図」が作
成されます。調査結果に誤りなど
があった場合は、閲覧期間内に
限り訂正の申し出をすることが
できます。皆さんにご協力いただ
いた成果ですので、ご確認くださ
い。
日時／1月17日（月）～2月5日
（土）9:00～16:00※土日を含む
場所／上給公民館（上稲毛田
391番地2）

地籍調査事業に基づく
成果の閲覧

問建設課地籍調査係
　　　 　 ☎028（677）6097

給部1地区

給部2地区

【閲覧対象地区】
大字給部、中柏崎の一部
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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

劇団らくりん座公演

「いっしょにいこうよ」
　4匹の年老いた動
物たちが、自由と希
望の国ブレーメンを
目指して旅立つ物語
です。
日時／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／販売中、【町内在住】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）
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

全国障害者スポーツ大会いちご
一会とちぎ大会派遣選手・令和4
年度栃木県強化指定選手募集
募集競技／陸上競技、水泳、フライ
ングディスクなど
申込／【自薦】1月21日（金）までに
障害者スポーツ協会へ【他薦】1月
7日（金）までに学校、施設など所属
している団体へ
問特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会

☎028（624）2761

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会冬季大会

デモンストレーションスポーツ
「カーリング」参加者募集
期日／2月27日（日）
場所／日光市細尾ドームリンク
対象／栃木県在住・在勤者
費用／500円
定員／先着64人
申込期間／1月10日（月）～2月10日（木）
申込／栃木県カーリング協会に電話
問栃木県カーリング協会

☎0288（53）0465
栃木県国体・障害者スポーツ大会局競技式典課

☎028（623）3849

健康福祉掲示板
ポラリス☆とちぎ出張相談会

ひきこもり相談会
　専門のスタッフが対応します。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／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

1月の栄養相談・こころ
の相談（予約制）
【栄養相談】13日（木）
【こころの相談】12日（水）、14日（金）
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

特定疾患者福祉手当の申請
対象／令和3年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
病医療受給者証、申請者の金融機
関通帳
申請／健康福祉課窓口
締切／2月28日（月）※毎年度申請
が必要です。昨年度申請した人で
も申請がないと支給されません。
問健康福祉課福祉係

☎028（677）1112

芳賀日赤公開講座上映会
日時／1月18日（火）13:30～
場所／温泉健康センター
対象／町内在住者
内容／ロコモで健康寿命を延ばそ
う（宮本理整形外科主任部長）、認
知症とフレイルについて（佐々木
恵認知症認定看護師）、がん予防に
ついて（本多正徳院長）
定員／30人
申込／健康福祉課に電話
問健康福祉課地域包括支援センター係

☎028（677）6080

【ひとり親世帯】①新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている人
【ひとり親世帯以外】①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当
受給者で、住民税未申告の人②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変し、収入が住民税非課税相当になった人（ひとり親世帯分の受給
者を除く）
問子育て支援課児童福祉係　☎028（677）1333

支給額／児童一人当たり5万円
対象／18歳未満（令和3年3月31日時点）の児童の主たる養育者等（条件あり）

詳細は
町ホーム
ページ　▶

子育て世帯生活支援特別給付金
低所得の子育て世帯への

以下の人は、2月28日（月）までに申請手続きしてください

1月の介護カフェ
日時／21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
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健康福祉掲示板
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／1月18日（火）9:30～11:00
（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

ー受付終了間近ー
国民健康保険・後期高齢者医療保険

人間ドック・脳ドック補助
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
告がないこと、令和3年度に町実施
の他の検診等で同種類の検診項目
を受診していないことが条件です。
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※印鑑と保
険証持参③後日、交付決定通知書
と受診票が届く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／1月31日（月）まで
受診期間／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。余裕を持って
受診の1カ月程度前に申請してく
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円を差し引いた
額です。
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

1月の総合検診日程
　今年度最後の検診です。受診希
望の人はお早めにお申し込みくだ
さい。
比較的空いている日程／24日（月）
8:00～11:00町工業団地管理セ
ンター
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
実施日程の2週間前まで利用可能

検診専用予約サイト▶
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

はがまる健康ウォーク
　自然の豊かさにふれながら歩い
てみませんか。参加は無料です。
日時／2月13日（日）8：30～12：00
集合／道の駅はが芝生広場
コース／道の駅はがから芳賀天満
宮までの7.5km
対象／町内在住者（小学生以上）
定員／100人※参加者記念品あり
申込期間／1月4日（火）～31日
（月）※定員になり次第受付終了
申込／健康福祉課に電話または窓口
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

はたちの献血キャンペーン
「あなたの今日が、誰かの明日に。」
1月1日（土）～2月28日（月）
　輸血用血液が不足しがちな季節
です。新成人の皆さん「はたちの献
血」に行きましょう。
場所／栃木県赤十字血液セン
ター、うつのみや大
通り献血ルーム
※その他、献血バス
が県内各地をお伺い
しています。
問栃木県赤十字血液センター

☎028（659）0111
　栃木県保健福祉部薬務課

☎028（623）3119

栃木県受診・ワクチン相談センター
新型コロナウイルス
24時間（土日祝日を含む）

☎0570（052）092
・ワクチン接種の専門的な相談
・発熱などの症状があり、かか
りつけ医などに連絡できないと
きの医療機関の案内

子 育 て
1月の乳幼児健診・相談
【4カ月児健診】
26日（水）※令和3年9月生
【6カ月児相談】
26日（水）※令和3年6月・7月生
【10カ月児健診】
19日（水）※令和3年2月・3月生
【1歳6カ月児健診】
12日（水）※令和2年6月・7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。
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

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

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

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

いちはやく

虐待かも？ と思ったら
児童虐待対応専用ダイヤル

☎１８９ 24時間受付
通話料無料（ ）
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健康福祉掲示板
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／1月18日（火）9:30～11:00
（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

ー受付終了間近ー
国民健康保険・後期高齢者医療保険

人間ドック・脳ドック補助
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
告がないこと、令和3年度に町実施
の他の検診等で同種類の検診項目
を受診していないことが条件です。
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※印鑑と保
険証持参③後日、交付決定通知書
と受診票が届く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／1月31日（月）まで
受診期間／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。余裕を持って
受診の1カ月程度前に申請してく
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円を差し引いた
額です。
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

1月の総合検診日程
　今年度最後の検診です。受診希
望の人はお早めにお申し込みくだ
さい。
比較的空いている日程／24日（月）
8:00～11:00町工業団地管理セ
ンター
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
実施日程の2週間前まで利用可能

検診専用予約サイト▶
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

はがまる健康ウォーク
　自然の豊かさにふれながら歩い
てみませんか。参加は無料です。
日時／2月13日（日）8：30～12：00
集合／道の駅はが芝生広場
コース／道の駅はがから芳賀天満
宮までの7.5km
対象／町内在住者（小学生以上）
定員／100人※参加者記念品あり
申込期間／1月4日（火）～31日
（月）※定員になり次第受付終了
申込／健康福祉課に電話または窓口
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

はたちの献血キャンペーン
「あなたの今日が、誰かの明日に。」
1月1日（土）～2月28日（月）
　輸血用血液が不足しがちな季節
です。新成人の皆さん「はたちの献
血」に行きましょう。
場所／栃木県赤十字血液セン
ター、うつのみや大
通り献血ルーム
※その他、献血バス
が県内各地をお伺い
しています。
問栃木県赤十字血液センター

☎028（659）0111
　栃木県保健福祉部薬務課

☎028（623）3119

栃木県受診・ワクチン相談センター
新型コロナウイルス
24時間（土日祝日を含む）

☎0570（052）092
・ワクチン接種の専門的な相談
・発熱などの症状があり、かか
りつけ医などに連絡できないと
きの医療機関の案内

子 育 て
1月の乳幼児健診・相談
【4カ月児健診】
26日（水）※令和3年9月生
【6カ月児相談】
26日（水）※令和3年6月・7月生
【10カ月児健診】
19日（水）※令和3年2月・3月生
【1歳6カ月児健診】
12日（水）※令和2年6月・7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。
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

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

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

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

いちはやく

虐待かも？ と思ったら
児童虐待対応専用ダイヤル

☎１８９ 24時間受付
通話料無料（ ）

18 広報はが 令和4年1月号 ※掲載内容は令和3年12月22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。

ホームページ Twitter

1月1日（土）7:00～初湯オープン
　・お年賀タオルプレゼント（先着100人）
　・福袋の販売（3日（月）まで）
1月2日（日）10:00～通常営業
　・甘酒の無料配布10:30～（無くなり次第終了）
　・洋服の特売
1月3日（月）
　・卵のつかみ取り
　 （1回100円）
　・洋服の特売

芳賀温泉ロマンの湯　年始のご案内
1月3日（月）、4日（火）9：00～
新春初売り（友遊直売所、物産館）

【直売所】粗品プレゼント（各日先着200人）
【物産館】町内企業グッズが当たるお楽しみ抽選会
　　　　（各日先着50人。1,000円以上お買い上げの人）
♪3日（月）9：00からは、おはやし演奏を行います。

ライトアップ1月31日（月）まで16：30～21：00
イルミネーションにっこりプラン（芳賀温泉ロマンの湯）

イルミネーションを見ながら
「にっこり」できるプランをご
用意しています。ぜひご利用
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

行政相談
日時／1月18日（火）13:30～16:00
場所／町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

人権相談
日時／1月18日（火）13:30～16:00
場所／町農業者トレーニングセンター
問住民課住民戸籍係

☎028（677）6014

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／町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

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

相　　談「子育てガイドブック」有
料広告にご協力ください
　子育て支援に関する行政情報を
まとめた「芳賀町子育てガイドブッ
ク」を（株）サイネックスとの官民協
働事業により発行予定です。町内の
各保育園や認定こども園の全園児
に配布するほか、母子手帳交付時や
転入時にも配布します。また、町の
公共施設にも設置します。
　この発行費用は広告料によって
まかなわれるため、広告掲載のお願
いに各事業所を訪問します。趣旨を
ご理解いただき、ぜひ広告協力をお
願いします。募集は1月末日までを
予定しています。
　なお、「なりすまし」が現れる場合
があります。お問い合わせは、次の
番号にお願いします。
問（株）サイネックス栃木支社

☎028（632）9711
　子育て支援課児童保育係

☎028（677）6024
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仲間募集中 !

芳賀町人発見！

ソプラノ歌手　矢口 美乃里さん（下延生）
　矢口さんが音楽に興味を持ったのは、お姉さんに
影響されてピアノを始めた４歳の頃。「幼いころから
身近に音楽がある家だったと思います」とにこやか
に話します。小学５年生の時、新たに結成されたコー
ラス隊に入ったことが「歌」の道につながるきっかけ
だったそうです。その後、音楽科のある高校、大学へ
と進みました。オペラ歌手になることを決めたのは、
大学４年生で卒業試験を受けたとき。自然とプロの

歌手になりたいという思いが浮かん
だそうです。
　ソプラノの中でも、矢口さんはソプラノレッジェー
ロの音域。オペラの中では若い娘や女中、妖精を演
じることが多いそうです。歌に取り組むときには、そ
の作品がどの時代に描かれ、どのような階級、立場
の人物で、生い立ちはどうであったかなどを、台本や
楽譜、音形から読み解き、役に寄り添うことを心掛
けているとのこと。「歌うときには、自分が球体に
なったつもりで、そこに音を響かせることを意識して
いますが、その他にも考えていることが多くて語りき
れません」とほほ笑みます。
「私は、好きなことを頑張っているんです」と終始
笑顔で話す矢口さん。頑張る自分を見てくれている
人、応援してくれる人がいたからこそ、やってこられた
と振り返ります。今後は、海外留学を視野に入れ、よ
り積極的に学んでいきたいとのこと。「世界で活躍す
る歌手になりたい」と明るく抱負を語ってくれました。

芳賀町ボランティア
生涯学習友の会活 活き き

ピラティス
　しなやかでバランスの良い体を作ります。

身体がほぐれて
気持ちの良い時間です。
姿勢が良くなりました。
体も元気です。

インナーマッスルと体幹を
鍛えられます。リラックスできる
心地よい時間です。

●開催日時 月2回10:00～11:30
●開催場所 生涯学習センター
●参加人数 15人
●活動内容 ピラティス

　町では、35の講座が、生きがいづくりやコミュニケーションの場として開かれています。一緒に楽しく
活動してみませんか。お気軽にお問い合わせください。

問町民会館 ☎028（677）0009

先生の話がとても勉強に
なります。毎回、レッスンが
楽しみです。

▲平成31年3月　歌劇「ヘンゼルとグレーテル」露の精

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

タイトル 歌手名 発売元
30 アデル Sony Music Labels
  
Very6 BEST  V6 

米澤 円ほか King Record

タイトル 出演者 発売元
騙し絵の牙 大泉洋、松岡 茉優ほか KADOKAWA
運び屋 
赤毛のアン ハピネット
赤毛のアン　初恋  ハピネット
赤毛のアン　卒業  ハピネット

書　名 著者名 出版社
こんなかお、できる?  好学社
サクラの川とミライの道 稲葉 なおと作　中村 至宏絵 講談社
おばあさんとトラ ヤン・ユッテ 作・絵　西村 由美 訳 徳間書店
プーさんの戦争  評論社
空から見える、あの子の心  童心社

1月の休館日新着図書案内 1～4・11・17・24・28・31日

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／1月15日（土）11：00～
場所／総合情報館　多目的室

　収蔵資料の中から、
芳賀町の移り変わりに
ついて紹介します。 　新年を新しい本との出会いから始め

ませんか。司書がおすすめする本が入っ
た「福袋」をご用意しました。本と一緒
にどんな「福」が入っているかは開けて
からのお楽しみ♪
貸 出 日：１月５日（水）～
　　　　　※福袋がなくなり次第終了
貸出期間：２週間
貸出上限：１日１袋（１人につき）

　たくさんの人が楽しめる
よう１人１袋にご協力ください。
※本のプレゼントではありません

内容：お米を研いで、炊飯器にセット。スイッ
チを押したら、おみそ汁の材料を切って…。
あさごはんができるまでを、おいしそうなイ
ラストとリズミカルな文章で描く。読みきか
せにぴったりのたべもの絵本。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『あ・さ・ご・は・ん！』
著者名：武田 美穂
出版社：ほるぷ出版

今月の一冊 ☆児童書☆

※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。

一般書
書　名 著者名 出版社
警官の道 KADOKAWA
遺言歌 なかにし 礼 河出書房新社
ミス・パーフェクトが行く!   横関 大 幻冬舎
偽装同盟   佐々木 譲 集英社
真夜中のマリオネット 知念 実希人 集英社
ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織 新潮社
女性失格 小手鞠 るい 文藝春秋
マンモスの抜け殻 相場 英雄 文藝春秋
四十過ぎたら出世が仕事 本城 雅人 祥伝社
人形姫 山本 幸久 PHP研究所

児童書

ワーナーミュージック・
ジャパン
エイベックス・
エンタテインメント

クリント・イーストウッド、
ブラッドリー・クーパーほか
エラ・バレンタイン、
サラ・ボッツフォードほか

ブルーノ・マーズ、
アンダーソン・バーク＆シルク・ソニック

エラ・バレンタイン、
サラ・ボッツフォードほか
エラ・バレンタイン、
サラ・ボッツフォードほか

ワーナー・ブラザース
ホームエンターテイメント

アン・イヴニング・
ウィズ・シルク・ソニック

食育＊知育＊うたとあそび
たべものソング大集合!

ウィリアム・コール 作
トミー・ウンゲラー 絵　こみや ゆう 訳

リンジー・マティック 文　ジョシュ・グリーンハット 文
ソフィー・ブラッコール 絵　山口 文生 訳
シェリー・ピアソル 作　久保 陽子 訳
平澤 朋子 絵

呉 勝浩、下村 敦史、中山 七里、
葉真中 顕、柚月 裕子ほか

DVD

CD

期間／４月３日（日）まで

※新型コロナウイルスの影響により、変更が生じる場合があります。
　電話またはホームページでご確認ください。

展示室２
テーマ展 町のうつりかわり

　収蔵資料から、芳賀町のお
酒に関する資料を展示します。

期間／1月22日（土）
～3月30日（水）

展示室１
常設展内テーマ展示 お酒・おさけ・オサケPart2
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　ソプラノの中でも、矢口さんはソプラノレッジェー
ロの音域。オペラの中では若い娘や女中、妖精を演
じることが多いそうです。歌に取り組むときには、そ
の作品がどの時代に描かれ、どのような階級、立場
の人物で、生い立ちはどうであったかなどを、台本や
楽譜、音形から読み解き、役に寄り添うことを心掛
けているとのこと。「歌うときには、自分が球体に
なったつもりで、そこに音を響かせることを意識して
いますが、その他にも考えていることが多くて語りき
れません」とほほ笑みます。
「私は、好きなことを頑張っているんです」と終始
笑顔で話す矢口さん。頑張る自分を見てくれている
人、応援してくれる人がいたからこそ、やってこられた
と振り返ります。今後は、海外留学を視野に入れ、よ
り積極的に学んでいきたいとのこと。「世界で活躍す
る歌手になりたい」と明るく抱負を語ってくれました。

芳賀町ボランティア
生涯学習友の会活 活き き

ピラティス
　しなやかでバランスの良い体を作ります。

身体がほぐれて
気持ちの良い時間です。
姿勢が良くなりました。
体も元気です。

インナーマッスルと体幹を
鍛えられます。リラックスできる
心地よい時間です。

●開催日時 月2回10:00～11:30
●開催場所 生涯学習センター
●参加人数 15人
●活動内容 ピラティス

　町では、35の講座が、生きがいづくりやコミュニケーションの場として開かれています。一緒に楽しく
活動してみませんか。お気軽にお問い合わせください。

問町民会館 ☎028（677）0009

先生の話がとても勉強に
なります。毎回、レッスンが
楽しみです。

▲平成31年3月　歌劇「ヘンゼルとグレーテル」露の精

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

タイトル 歌手名 発売元
30 アデル Sony Music Labels
  
Very6 BEST  V6 

米澤 円ほか King Record

タイトル 出演者 発売元
騙し絵の牙 大泉洋、松岡 茉優ほか KADOKAWA
運び屋 
赤毛のアン ハピネット
赤毛のアン　初恋  ハピネット
赤毛のアン　卒業  ハピネット

書　名 著者名 出版社
こんなかお、できる?  好学社
サクラの川とミライの道 稲葉 なおと作　中村 至宏絵 講談社
おばあさんとトラ ヤン・ユッテ 作・絵　西村 由美 訳 徳間書店
プーさんの戦争  評論社
空から見える、あの子の心  童心社

1月の休館日新着図書案内 1～4・11・17・24・28・31日

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／1月15日（土）11：00～
場所／総合情報館　多目的室

　収蔵資料の中から、
芳賀町の移り変わりに
ついて紹介します。 　新年を新しい本との出会いから始め

ませんか。司書がおすすめする本が入っ
た「福袋」をご用意しました。本と一緒
にどんな「福」が入っているかは開けて
からのお楽しみ♪
貸 出 日：１月５日（水）～
　　　　　※福袋がなくなり次第終了
貸出期間：２週間
貸出上限：１日１袋（１人につき）

　たくさんの人が楽しめる
よう１人１袋にご協力ください。
※本のプレゼントではありません

内容：お米を研いで、炊飯器にセット。スイッ
チを押したら、おみそ汁の材料を切って…。
あさごはんができるまでを、おいしそうなイ
ラストとリズミカルな文章で描く。読みきか
せにぴったりのたべもの絵本。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『あ・さ・ご・は・ん！』
著者名：武田 美穂
出版社：ほるぷ出版

今月の一冊 ☆児童書☆

※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。

一般書
書　名 著者名 出版社
警官の道 KADOKAWA
遺言歌 なかにし 礼 河出書房新社
ミス・パーフェクトが行く!   横関 大 幻冬舎
偽装同盟   佐々木 譲 集英社
真夜中のマリオネット 知念 実希人 集英社
ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織 新潮社
女性失格 小手鞠 るい 文藝春秋
マンモスの抜け殻 相場 英雄 文藝春秋
四十過ぎたら出世が仕事 本城 雅人 祥伝社
人形姫 山本 幸久 PHP研究所

児童書

ワーナーミュージック・
ジャパン
エイベックス・
エンタテインメント

クリント・イーストウッド、
ブラッドリー・クーパーほか
エラ・バレンタイン、
サラ・ボッツフォードほか

ブルーノ・マーズ、
アンダーソン・バーク＆シルク・ソニック

エラ・バレンタイン、
サラ・ボッツフォードほか
エラ・バレンタイン、
サラ・ボッツフォードほか

ワーナー・ブラザース
ホームエンターテイメント

アン・イヴニング・
ウィズ・シルク・ソニック

食育＊知育＊うたとあそび
たべものソング大集合!

ウィリアム・コール 作
トミー・ウンゲラー 絵　こみや ゆう 訳

リンジー・マティック 文　ジョシュ・グリーンハット 文
ソフィー・ブラッコール 絵　山口 文生 訳
シェリー・ピアソル 作　久保 陽子 訳
平澤 朋子 絵

呉 勝浩、下村 敦史、中山 七里、
葉真中 顕、柚月 裕子ほか

DVD

CD

期間／４月３日（日）まで

※新型コロナウイルスの影響により、変更が生じる場合があります。
　電話またはホームページでご確認ください。

展示室２
テーマ展 町のうつりかわり

　収蔵資料から、芳賀町のお
酒に関する資料を展示します。

期間／1月22日（土）
～3月30日（水）

展示室１
常設展内テーマ展示 お酒・おさけ・オサケPart2
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関本さん

&スポーツの話題タウンリポート

　交通栄誉章「緑十字銅章」表彰交通安全功労者に髙橋一彦（西高橋）さ
ん、小牧秀男さん（稲毛田）、矢口實さん（祖母井南）が、優良運転者に野
澤一さん（下延生）が選ばれました。栃木県警察本部長・栃木県交通安全
協会長連名表彰交通安全功労者に小林隆廣さん（東高橋）、柳沢三壽さん
（西水沼）が、交通安全功労団体に祖母井自治会が選ばれました。

交通安全各種表彰11/22

　綱川文世さん（八ツ木）は、体育指導員として幅広く社
会教育、学校教育に携わった後、少年指導員、青少年育成
指導員を務めるなど、青少年非行防止や健全育成のため
に多年にわたり尽力されました。現在は、町青少年健全
育成推進協議会会長として精力的に活動されています。

全国青少年育成県民会議連合会
青少年指導者等顕彰に綱川文世さん

12/1

　栄養改善部門として、町食生活改善推進員の小林愛子さん（与能）、
関本正枝さん（上延生）、堀井悦子さん（祖母井）、山野辺澄子さん（祖
母井）、菅谷昌子さん（西高橋）、山城光子さん（西高橋）、廃棄物部門と
して、町廃棄物監視員の関本兼則さん（上延生）が表彰されました。受
賞された皆さんは、多年にわたり公衆衛生向上に尽力されています。

芳賀郡市公衆衛生大会12/2

　町人権擁護委員に大塚隆之さん（稲毛田、写真左）と綱川み
ね子さん（東高橋、写真右）が再任され、法務大臣から委嘱さ
れました。委嘱期間は1月1日から3年で、2期目です。人権擁
護委員は人権の大切さを知ってもらうため、小中学校で人権
教室を開催したり、地域の皆さんからの相談に応じています。

人権擁護委員に
大塚さん、綱川さんが再任

1/1

最優秀賞・町長賞　増淵悠乃さん（芳賀東小）
優秀賞・教育長賞　押久保知暉さん（芳賀中）
優秀賞　山本倫太朗さん（芳賀東小）、福田唯さん（芳賀東小）
（左から、増淵さん、押久保さん、山本さん、福田さん）

第40回記念芳賀町民祭未来につなげるLRT絵画・作文コンクール表彰12/5

最優秀賞　砂賀琴心さん（芳賀南小）
優秀賞　廣木新悟さん（芳賀東小）、砂子澤奈緒さん（芳賀北小）、
　　　　小林咲晶さん（芳賀南小）
宇都宮ライトレール株式会社社長賞　森島百香さん（芳賀北小）
（左から、砂賀さん、砂子澤さん、小林さん、廣木さん、森島さん）

〔作文の部〕

山野辺さん 菅谷さん 山城さん

関本さん小林さん 堀井さん

髙橋さん 小牧さん 矢口さん 野澤さん

小林さん 柳沢さん 祖母井自治会君島会長

〔絵画の部〕

22 広報はが 令和4年1月号

「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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22 広報はが 令和4年1月号

「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

〈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

あなたの声を聞かせてね！
お便り待ってます！
●身近な出来事や町に関する要望・意見
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芳賀町文化協会会長
駿河富夫さん（稲毛田）からの投稿
相田みつをの詩を読んで
　どんな仕事でもいい、やるときは本気でやれ。本気でやれば気
持ちが良く、疲れない。疲れたとしても爽やかだ。結果がどうで
あれ悔いが残らない。本気でないと言い訳や弁解が出てきて、悪
いことはみんな人のせいにしたくなるから。
　生きる中でいろいろあると思いますが、働くときに一番大切な
ことだと思います。「本気でやること」の大切さを教えられました。

小林操さん（下高根沢）からの投稿
　新型コロナに明け暮れた令和３年でした。ワクチン接種を受け、
自己防衛をして無事に令和４年を迎えることができました。人と
のつながりが希薄になりがちですが、草花の手入れや野菜作りを
楽しんでいます。心を開いて、当たり前に、直接ありがとうと言
える日がはやく来てほしいものですね。

高松イクさん（下高根沢）からの投稿
瀬戸内寂聴さんの法話集から
「人間というものは欲を言えばきりがないんですよ」
　小さな家に住んでいたら、大きい家に住みたい。大きい家に住
んだらいい家具が欲しい。いつまでたってもきりがない。つまら
ないもの。
　幾多の苦悩、挫折、愛憎、人生の喜びも悲しみも、女性として
の幸せも不幸も全て身をもって体験し、はねのけてきた寂聴さん。
だからこそ、私たちの小さな悩みや心の痛みを理解した上で、現
実に即した対処法を教えてくれるのではないでしょうか。
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高松イクさん（下高根沢） 皐月さん（稲毛田）

鈴木モコさん（西高橋）水沼さん（西水沼）
肥料袋で栽培したゴボウ。
奇妙な形に育ち、驚きました！
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問宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092 　企画課広報広聴係 ☎028（677）6099
芳賀チャンネル番組表地上デジタル

リモコン番号
101CH
10

放送開始
時 間

① 6:00
② 8:00
③ 10:00
④ 12:00
⑤ 14:00
⑥ 16:00
⑦ 18:00
⑧ 20:00
⑨ 22:00

① 7:45
② 9:45
③ 11:45
④ 13:45
⑤ 15:45
⑥ 17:45
⑦ 19:45
⑧ 21:45
⑨ 23:45

◆午前6時か
ら2時間おき
に番組が始ま
ります。
◆1日9回同
じ番組を放送
しています。
◆1サイクル
120分構成。
◆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。

エンジョイ
スリム体操

「広報はが」個別郵送します
芳賀町ホームページ

編集／芳賀町広報広聴委員会　　発行／芳賀町総務企画部企画課
☎ 028（677）6099　FAX 028（677）3123　　 kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp
〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地

問環境対策課 ☎028（677）6041 庁舎の業務案内
収集地区 祖母井・稲毛田

上稲毛田・給部
芳志戸・八ツ木

上延生・下延生
与能・打越新田
東高橋・西高橋

上記黒字の地区は火・金
上記色字の地区は月・木

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

下高根沢
東水沼

西水沼・北長島分　類

もえるごみ

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。

広 報

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

各課

土日祝
8:30～17:00

死亡届など
戸籍関係の届出のみ

日直室
☎028（677）1111

事前（３日前まで）に
担当課に要予約

窓口一部延長（第1・3木曜日のみ）
17:15～19:15

住民票・印鑑証明書・戸籍謄抄本の発行、
印鑑登録、マイナンバーカード交付のみ

住民課
☎028（677）6014

2022 1/1（土）～2/6（日）

18日（火）

26日（水）（19日（水）までに事前申込が必要）

11日（火）
26日（水）

19日（水）
12日（水）
27日（木）

20日（木）

※1月4日（火）から
　収集開始

13日（木）
31日（月）

令和４年１月号
2022.1 No.801

１月ごみカレンダー 

1月15日（第3土曜日）
8:30～12:00

1/1土
～5水 1/6木

～9日 1/10月
～16日 1/17月

～23日 1/24月
～30日 1/31月～2/6日

企画課　佐藤匡信 企画課　岩村成美 都市計画課　直井佑樹 商工観光課　小林一樹 学校教育課　佐藤拓海 学校教育課　亀谷寿樹

エンジョイスリム体操

2020 Part 5

エンジョイスリム体操

2020 Part 5

エンジョイスリム体操

2020 Part 6

エンジョイスリム体操

2020 Part 6

エンジョイスリム体操

2020 Part 7

エンジョイスリム体操

2020 Part 7

エンジョイスリム体操

2020 Part 8

エンジョイスリム体操

2020 Part 8

エンジョイスリム体操

2020 Part 9

エンジョイスリム体操

2020 Part 9

エンジョイスリム体操

2020 Part 10

エンジョイスリム体操

2020 Part 10

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 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 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

体験×LRT
ドライバー編

体験×LRT
利用者編

体験×LRT
車両紹介編

体験×LRT
ドライバー編

LRT導入後の交通ルール
ドライバー編

LRT導入後の交通ルール
ドライバー編

～芳賀中学校　　　
　合唱コンクール～

芳賀町民会館
開館30周年
特別演奏会

ふく
しの部屋

ひきこもり相談

芳賀町役場から
こんにちは

各課からのお知らせ

芳賀Navi
News
◆全国青少年育成県民会
議連合会青少年指導者
等顕彰に綱川文世さん

◆栃木県青少年県民会
議表彰式
◆人権擁護委員に大塚さん
 綱川さんが再任
◆芳賀北小学校
持久走大会
◆栃木ヘリポート
ヘリコプター体験飛行

◆道路愛護作業コンクール
◆上給ウオーキング
◆与能で各種イベント
◆交通安全啓発運動
◆お昼寝アート
◆認定ひばりこども園
　よちよちday

お知らせ

芳賀Navi
News
◆芳賀郡市公衆衛生大会
◆HAGAグルミネーション
◆LRT絵画・作文コン
クール表彰

◆災害ボランティア
センター運営訓練

◆祖母井保育園お遊戯会
◆与能正月飾り作り
◆認定こども園のぶ幼稚園
お楽しみ会

◆省エネセミナー
◆大人チャレンジクラブ
◆キッズチャレンジ隊
◆商工会要望書提出

スポーツ大好き
お知らせ

芳賀Navi
News
◆稲毛田居場所づくり
ひだまりクリスマスお楽しみ会
◆交通安全協会水橋支
部が芳賀南小学校へ
ポケットティッシュ寄贈
◆認定ひばりこども園
おゆうぎかい

◆みずはし保育園
はっぴょうかい

◆認定こども園のぶ幼稚園
防犯教室

◆飲酒運転撲滅運動
◆上延生正月飾り作り
◆祖母井保育園クリスマス会
◆護身術講座

子育てガイド
お知らせ

芳賀Navi
News
◆町賀詞交歓会
◆令和４年芳賀町成人式
◆芳賀東小学校
学童保育施設見学

◆栃木県女性農業士に
岡田由美子さん

◆地域コーディネーター
養成研修会

◆東水沼どんど焼き
◆西水沼どんど焼き
◆みずはし保育園
栃木SCサッカー教室

◆地球のステージ
◆芳賀支部カラオケ発表会

道の駅はがへようこそ
お知らせ

学び広場

わ わく く

押し花・コールひばり
ソプラノ歌手
矢口美乃里さん

芳賀町人発見！芳賀町人発見！

進め！われらの
公共交通

ふれあいタクシーひばり
（再放送）

～祖母井保育園　　
　　　　お遊戯会～

～認定こども園のぶ幼稚園
　お楽しみ会～

2022年寅年！
年男年女！

見目町長、小林議長

家老淵・黒地蔵さま

みんなの民話




