
※掲載内容は令和4年1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。

ホームページ Twitter

2月12日（土）、13日（日）両日

12日（土）のみ
・お楽しみ抽選会
 （2,000円以上お買い上げの人）
・観光写真展表彰式

13日（日）のみ
・ハンドメイドマルシェ
・健康測定会（明治安田生命相互会社）
・健康運動教室（栃木SC）

・いちごの販売会
・とちあいかパルフェの販売
・海産物や肉加工品などの特売
・キッチンカー出店
キングハム、和気精肉店、坂本商店、
HURRY CURRY、crepeUraomoteなど

いちごフェア～テーマ 食と健康～ 銀河LRTに夢をのせて ロマンの湯前庭

イルミネーションにっこりプラン ロマンの湯
　ランチのみの利用や、4人以
下での会食ができます。安心し
てご利用ください。

　3メートルのLRTの模型に電飾
し、温泉の前庭に設置しています。
　イルミネーションを背景に記
念の一枚を撮影してみてはいか
がですか。
【点灯】2月14日（月）まで 
　　　16:30～21:00

※新型コロナウイルスの影響により、内容に変更が生じる場合があります。

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

人権相談
日時／2月15日（火）13:30～16:00
場所／町農業者トレーニングセンター
※新型コロナウイルスの影響によ
り、中止となる場合があります。
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

第4回法律相談
　弁護士1人と心配ごと相談員2
人が対応する無料相談です。
日時／3月1日（火）13:30～16:00
場所／町農業者トレーニングセンター
定員／先着5人（1人30分程度）
締切／2月28日（月）
問町社会福祉協議会

☎028（677）4711

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

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（ ）

見本 見本使用期限は2月28日（月）まで
はがまるくんプレミアム商品券

　使用期限を過ぎると無効になります。使用していないはがまるくんプレ
ミアム商品券をお持ちの人は、期限が過ぎる前にご利用ください。

問町商工会　☎028（677）0144

相　　談

18 広報はが 令和4年2月号

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
frei aber einsam 自由だが孤独に   NEXUS
アレサ～ザ・グレイテスト・パフォーマンス アレサ・フランクリン
ワンダフル・ワールド 
シルヴァー・ライニング・スイート
グレイテスト・ヒッツ・イン・ジャパン
BEST～2000-2020～  倖田 來未
HELLO LOVE MISIA
※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。

タイトル 出演者 発売元
ラストレター 松 たか子、広瀬 すずほか 東宝
クルエラ
ハリエット
ウルトラヒーロー大映像図解! 光の国編 
あいうえーお!でヨロレイヒ  

2月の休館日新着図書案内 7・14・21・25・28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／2月19日（土）11：00～
場所／総合情報館　多目的室

※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。
　お電話またはホームページでご確認ください。

１位　パンどろぼう
 柴田 ケイコ／作

２位　ノラネコぐんだん おばけのやま
 工藤 ノリコ／著

３位　ロールパンナのひみつ
 やなせ たかし／原作

総合情報館 2021年貸出ランキング
絵
本

１位　動物最強王図鑑
 實吉 達郎／監修

２位　危険生物大百科
 今泉 忠明／監修

３位　ほねほねザウルス
 カバヤ食品株式会社／原案・監修

児
童
書

１位　マスカレード・ナイト
 東野 圭吾／著

２位　心淋し川
 西條 奈加／著

３位　推し、燃ゆ
 宇佐見 りん／著

一
般
書

あなたが読んだ本はランクインしていましたか？
芳賀町図書館 WebOPAC「貸出ランキング」からも検索できます。ぜひご利用ください。

一般書
書　名 著者名 出版社
サンセット・サンライズ 楡 周平 講談社
もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 中央公論新社
少女を埋める 桜庭 一樹  文藝春秋 
おネコさま御一行 群 ようこ 角川春樹事務所
アクトレス 誉田 哲也 光文社
月の光の届く距離 宇佐美 まこと 光文社
山狩 笹本 稜平 光文社
ボタニカ 朝井 まかて 祥伝社
六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條 奈加 PHP研究所 
鑑定人 氏家京太郎 中山七里 双葉社

児童書

ワーナーミュージック・
ジャパン

ユニバーサルミュージック

ユニバーサルミュージック

ユニバーサルミュージック
エイベックス・マーケティング・
コミュ二ケーション
ソニー ミュージック
エンタテインメント

エマ・ストーン、エマ・トンプソンほか
シンシア・エリヴォ、
ジョー・アルウィンほか

NBCユニバーサル・
エンターテイメント

テレビ東京
日本コロムビア

ウォルト・ディズニー・
ジャパン

バンダイビジュアル

岡本 誠司 ヴァイオリン、
反田 恭平 ピアノ

ルイ・アームストロング 歌演奏
上原ひろみザ・ピアノ・
クインテット 演奏

ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ演奏

DVD

CD

今月の一冊 ☆一般書☆

書　名 著者名 出版社
旅の絵本 10 安野 光雅 作絵 福音館書店
よそんちの子 いとう みく 文　池辺 葵 絵 ほるぷ出版
ケケと半分魔女 角野 栄子 作　佐竹 美保 画 福音館書店 
ねこの町の小学校 小手鞠 るい 作　くま あやこ 絵 講談社
かがやき子ども病院トレジャーハンター まはら 三桃 著 講談社

内容：百歳近く生きつづけて、最も大切なこと
は、自分の生きざまの終わりを見とどけること
だけであった－。切に愛し、いのちを燃やし、ペ
ン一筋に生き抜いた瀬戸内寂聴99歳、最期の
長篇エッセイ。『群像』掲載を書籍化。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『その日まで』
著者名：瀬戸内 寂聴
出版社：講談社
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