
※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。

ホームページ Twitter

4月29日（金）～5月8日（日）
おかげ様で20周年 道の駅はが～お客様感謝フェスティバル～

○前庭でぼたん桜ライトアップ
　4月9日（土）～5月1日（日）

ロマンの湯

4月17日（日）まで
スマートフォンを持って桜の名所へ。デジタルスタンプ
を4つ集めて景品をGET！

桜の名所を巡るデジタルスタンプラリー

景　品

道の駅はが総合案内所

　4月30日（土）には、開業記念イベントなど、各種イベ
ント開催予定です。

※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。

参加は
こちらから▶

　五行川河畔のぼたん桜をライト
アップ。川面に写るノスタルジック
な光景をお楽しみください。

○回数券割引販売
　4月10日（日）～26日（火）
　11枚綴り6,000円のところ、5,500円で特別販売。

○バーベキュー台無料貸出
　食材の注文も承ります。事前予約をお願いします。

引換所

とちあいかパルフェ無料券（先着100人）
※先着100人以降は、とちあいかパルフェ200円割引券

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・人権相談
日時／4月19日（火）13：30〜16：00
場所／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、中止する場合があります。
問企画課情報広報係

☎028（677）6099
　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
4月の乳幼児健診・相談
【4カ月児健診】
27日（水）※令和3年12月生
【2歳6カ月児歯科検診】
20日（水）※令和元年8月・9月生
【3歳児健診】
15日（金）※平成31年2月・3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/

4月の介護カフェ
日時／14日（木）10:00〜12:00
場所／温泉健康センター
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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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
COLORS フジコ・ヘミング ピアノ ユニバーサルミュージック
狂言 Ado ユニバーサルミュージック
U NiziU Sony Music Labels
 きただに ひろしほか 日本コロムビア

4月の休館日新着図書案内 4・11・18・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／4月16日（土）11：00～
場所／総合情報館　多目的室

　明治の天才画家と言われた青木繁
と町出身の女性画家・福田たねの合
作など関係資料を展示します。

今月の一冊 ☆一般書☆

※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
人面島 中山 七里 小学館
図書室のはこぶね 名取 佐和子 実業之日本社
弊社は買収されました！ 額賀 澪 実業之日本社
パラレル・フィクショナル 西澤 保彦 祥伝社
包帯クラブ  ルック・アット・ミー！ 天童 荒太 筑摩書房
風の港 村山 早紀 徳間書店
夏の体温 瀬尾 まいこ 双葉社
母子草の記憶 小杉 健治 双葉社
博士の長靴 瀧羽 麻子 ポプラ社
花屋さんが言うことには 山本 幸久 ポプラ社

児童書
ウォルト・ディズニー・ジャパン

DVD

CD
タイトル 歌手名 発売元
キャンプ・ミュージック   PLUSMUSIC
ジャパニーズ・シングル・コレクション  ビリー・ジョエル Sony Music Labels
ルック・フォー・ザ・ライト 渡辺 貞夫 演奏 ユニバーサルミュージック
カレンダー  川崎 鷹也 ワーナーミュージック・ジャパン
総合  東京事変 演奏 ユニバーサルミュージック
ウィー・アー  ジョン・バティステ 演奏 ユニバーサルミュージック
壱 優里 Sony Music Labels

タイトル 出演者 発売元
浅田家！  二宮 和也、妻夫木 聡ほか 東宝
犬部！  林 遣都、中川 大志ほか バップ
SHORT PEACE   バンダイビジュアル
ソウルフル・ワールド 
アダムス・ファミリー

ジェイミー・フォックス、
ティナ・フェイほか声の出演
オスカー・アイザック、
シャーリーズ・セロンほか声の出演

ウォルト・ディズニー・ジャパン
NBCユニバーサル・
エンターテイメント

CD

期間／６月５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　青木繁生誕140年

福田たねと
　　明治の思い出

　資料や写真パネルを通して、昔の
人々が疫病とどう向き合い、祭礼や
祈祷を行ってきたかを紹介します。

　総合情報館は約12万冊の資料を
取りそろえています。本を借りるた
めのカードはその場で作成できます。
氏名・住所が確認できるものをご
持参ください。
○貸出冊数
　図書・紙芝居・雑誌 合計10冊まで
　ビデオ・DVD・CD 合計5点まで
○貸出期間　2週間
○利用者カードを作れる人
　町内在住者または在勤者、通学し
ている人等

　乳幼児連れの保護者が気兼ねな
く図書館を利用できる時間です。小
さいお子さんのいる人はぜひご利
用ください。

期間／６月12日（日）まで

展示室１　常設展示テーマ

疫病神と衛生
─昔の伝染病─

新生活に役立つ本を情報館で
見つけてみませんか。

毎週水曜日午前中は
あかちゃんタイム♪

内容：本が好きだという想いは強いが、進路に
悩む国文科の学生、美希喜。そんな時、大叔父
の古書店を、彼の妹の珊瑚さんが継ぐことに。
美希喜は珊瑚さんの手伝いをするようになり…。
『ランティエ』連載を改題、加筆修正し単行本化。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『古本食堂』
著者名： 原田 ひ香
出版社： 角川春樹事務所

▲福田たね《50年前の布良》

▲行事神社疱瘡太神石碑（西高橋）

書　名 著者名 出版社
のいちごつみ さとう わきこ 作・絵 福音館書店 
はやくしなさい！ 中川 ひろたか 文　村上 康成 絵 金の星社
ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋 玲子 作　江口 夏実 絵 講談社
そらいっぱいの こいのぼり 羽尻 利門 作 世界文化社
ぼくのねこ 鈴木 のりたけ 作・絵 PHP研究所

タイトル 出演者 発売元
ドライブ・マイカー 西島 秀俊、三浦 透子ほか カルチュア・パブリッシャーズ
MINAMATA ジョニー・デップ、真田 広之ほか カルチュア・パブリッシャーズ
太陽の子 柳楽 優弥、有村 架純ほか ハピネットファントム・スタジオ
  日本コロムビア

  日本コロムビア

ふしぎ駄菓子屋銭天堂３巻
お稲荷せんべい

ふしぎ駄菓子屋銭天堂４巻
びっくりもなか

令和になっても聴きたい
元気が出るアニメソング50
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