
仲間募集中！
こちらもどうぞ♪

芳賀町ボランティア 　講師は、ボランティアで、さまざまな講座が開かれ
ています。一緒に活動する仲間、見つけてみません
か。お気軽にお問い合わせください。

問町民会館 ☎028（677）0009
生涯学習友の会活 活き き

学び・出会いが人生を豊かに

  始めませんか 生涯学習

　生涯学習とは、生涯を通じて行われる学び・教育のことです。豊かな人生のため、健康づくりとともに、
生涯を通して自己の人格を磨き、学び続けることが大切であると言われています。町は、生涯学習の機会
を設け、学んだ成果を生かし、さまざまな分野で活動できるような取り組みを推進しています。

大人向け “春の講座”

期日： 5月6日（金）、6月2日（木）、
 7月7日（木）、8月4日（木）、 
 9月8日（木）、10月６日（木）
時間： 13：30～15：00
場所：町民会館
定員：15人
内容：観賞菊を苗から育てます。

観賞菊講座（6回連続講座）
期日： ５月～（土曜日開催）
時間： 10：00～12：00
場所： 生涯学習センター
定員：８人（男性）
内容： 自分らしく楽しみたい
 男性向け講座
　例） 料理・コーヒー講座等

男性魅力ＵＰ講座

期日： ５月～（木曜日開催）
時間： 18：00～19：30
場所： 生涯学習センター
定員：8人（40歳以上の女性）
内容： 今知っておきたい自分の
 健康＆ライフプランニング

アラフォー～アラ還世代の

女性のためのライフプラン講座

期日： ６月～（金曜日開催）
時間： 10：00～12：00
場所： 生涯学習センター
定員：8人
内容： 就職活動に役立つノウハウ
 を学びます。
　例） 職務経歴書の書き方・ワーク
 ショップ・先輩経験談等

就活スタートライン講座
期日： 5月14日（土）～
時間： 9：30～11：00
場所： 生涯学習センター
定員：10人（70歳以上）
内容：楽しみながら筋肉を付け、
 転ばないコツを学びます。

70歳からの運動クラブ講座
期日： ６月～（金曜日開催）
時間： 18：00～20：00
場所： 町民会館ほか
定員：10人（40歳以下の独身者）
内容： 自分磨きでさらなる自分
 にステップアップ！
　例） マネー講座・ヨガ・コミュニケー
 ション術・好感度UP講座等

おひとりさまの自分磨き講座

期日： ５月～（火・木曜日開催）
時間： 10：00～12：00
場所： 生涯学習センター
内容： 予約は不要です。自由に来て
 おしゃべりを楽しみましょう。

大人の語らい公民館

期日： ５月～
時間： 10：00～12：00
場所： 生涯学習センター
定員：8人
内容： リフレッシュ体験で自分
 時間を満喫しよう。
　例） ネイル・エアロビクス・ガーデ
 ニング等

大人のリフレッシュ講座
（土曜日開催）

期日： ６月～
時間： 10：00～12：00
場所： 生涯学習センター
定員：8人
内容： 自分時間の活用を。心と体
 のリフレッシュで生き生き
 生活始めよう。
　例） ヨガ・ガーデニング等

大人のリフレッシュ講座
（水曜日開催）

問町民会館 ☎028（677）0009

申込期間／４月12日（火）～30日（土）
参加費／無料（材料費別途）
対象／町内在住・在勤者
申込／生涯学習センター☎028（677）0306
　　　※日･月･祝日は休館です

14 広報はが 令和4年4月号 ※掲載内容は令和4年3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。

お知らせ
町の申請書などへの　
押印を原則省略できます
　法令に押印の義務付けがあるも
のを除き、4月から町に提出する約
1,000種の申請書等への押印の義
務付けを廃止します。申請書等の
詳細については、担当課にお問い
合わせください。
　町への請求書については、従来
どおり押印をお願いします。
問総務課行政係

☎︎028（677）6044

第6回募集ライトライン見学会
開催日／5月8日（日）、15日（日）、
22日（日）、29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／県内在住者および通勤・通
学者
定員／各回抽選20組（30人程度）
締切／4月15日（金）
備考／新型コロナウイルスの影響
により、延期または中止する場合
があります。多くの人が参加できる
ようにするため、一度参加した人
の申し込みはご遠慮ください。

申込フォーム▶
問都市計画課LRT整備係

☎︎028（677）6161

タウンはが
インフォメーション

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、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

ゴールデンウイークの業務案内　申請や手続きが必要な場合はご注意ください。

※貸館は要予約
・★は月曜日を除く土日祝日の施設利用可能
・◆および体育施設、農業者トレーニングセンターは、期間中の施設利用可能
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☎028（677）6000
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☎028（677）8400

☎028（677）0110

☎028（677）2323

☎028（677）1661

役場

総合情報館

町民会館★

生涯学習センター★

武道館◆

道の駅はが

芳賀地区広域行政事務組合斎場

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

芳賀中部上水道企業団
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新型コロナウイルス
栃木県受診・ワクチンセンター ☎0570（052）092

休

業務（24時間受付）

約1,000種の
押印廃止で、
手続きがより
スムーズに！

15広報はが 令和4年4月号

人のうごき
令和4年2月末日現在
（住民基本台帳登録者数）

人口	 15,632人（−12人）
男	 7,919人（−	 1人）
女	 7,713人（−11人）
世帯数	 5,796戸（＋	 5戸）
◎転入	 32人	 ◎転出	 30人
◎出生	 5人	 ◎死亡	 18人

4月の納税
問税務課納税係

☎028（677）6035
◎町県民税� 随期
◎国民健康保険税� 随期
◎介護保険料� 随期
◎後期高齢者医療保険料� 随期
納期限：5月2日（月）
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