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遊泳9:30～※先着100人に記念品
を贈呈します。
リニューアルイベント／7月3日

（日）【タイムトライアル】9:00～
12:00【SUP体験、ウォーターバ
ルーン体験】14:00～17:00※リ
ニューアルイベントには、海洋セン
ターへの事前申し込みが必要で
す。通常営業は行いません。
問武道館� ☎028（677）5155
　海洋センター�☎028（677）0030

ガーデニング講座（全5回）
期日／7月9日（土）、9月10日

（土）、10月8日（土）、11月5日
（土）、 12月17日（土）
時間／10:00～12:00
場所／生涯学習センター
対象／町内在住・在勤者
材料費／2,000円～3,000円
定員／8人※定員を超えた場合は抽選
締切／6月15日（水）
問町民会館� ☎028（677）0132

お知らせ
自動車税の納税はお済みですか
　自動車税（種別割）の納期限（5
月31日）が過ぎましたが、納税は
お済みですか。お済みでない人は、
速やかに納税をお願いします。督
促状発付後、納税されないままだ
と、滞納処分（財産差押・捜索・タイ
ヤロック）の対象となります。
問真岡県税事務所収税課

☎0285（82）2135

とちぎ材の家づくり支援事業（最大50万円）
対象／県産出材を一定量以上使用
して新築・増改築を行う住宅
補助金額／条件に応じ、最大50万
円を補助します。【新築】県産出材
の使用量に応じて5～40万円※伝
統工芸品等使用で上乗せ補助あり

【増改築】5～15万円
申請先／〒321-2118宇都宮市新
里町丁277-1栃木県木材業協同組
合連合会

県ホームページ　
「とちぎ材を使った　

家づくり」▶
問栃木県環境森林部林業木材産業課

☎028（623）3277

県シルバー大学校第43期生
応募資格／県内在住の60歳以上で、
地域活動に意欲のある人（平成17年
以降のシルバー大学校卒業生は除く）
学校説明会／【中央校】6月3日（金）

【南校】6月1日（水）【北校】6月6日
（月）、10:00～12:00※事前予約
は不要です。
応募方法／健康福祉課窓口で配布
する入学願書に返信用封筒を添え
て、健康福祉課または入学を希望
するシルバー大学校に提出
締切／6月30日（木）当日消印有効
問栃木県シルバー大学校中央校

☎028（643）3390

令和4年度介護支援専門員
実務研修受講試験
日時／10月9日（日）10:00～12:00
場所／【第1会場】宇都宮大学峰
キャンパス（宇都宮市峰町350）

【第2会場】とちぎ健康の森（宇都宮
市駒生町3337-1）
申込書配布期間／6月30日（木）まで
申込書配布場所／健康福祉課介護
保険係、栃木県庁（保険福祉部高齢
対策課）、各健康福祉センター、と
ちぎ福祉プラザほか
申込／試験案内書に同封の封筒で
簡易書留にて送付（消印有効）
受講料／13，800円
受付期間／6月10日（金）～30日（木）
問社会福祉法人とちぎ健康福祉協会

☎028（650）5587

イベント・講座
町B&G海洋センターリニューアルオープン
　町B＆G海洋センターの天井改
修工事が完了しましたので営業を
再開します。町内在住・在勤者は、7
月1日（金）、 2日（土）の利用料が
無料です。ぜひ、ご来場ください。
営業再開／7月1日（金）開館9:00～、

6月議会定例会の日程　問議会事務局　☎028（677）6023

《一般質問》
1　大根田周平議員

〇子育て世代の切れ目ない支援
策について

2　北條勲議員
〇おむつ持ち帰り廃止について
〇議会だよりの私のいいたいこ

とについて
〇LRT利用者増対策について

期　日 内　　　　容

5月31日（火）開会、提案理由の説明、一部議案の質疑、討論、採決、
一般質問

6月 2日（木）一般質問

6月 3日（金）報告案件の質疑、議案の質疑、討論、採決、各常任委
員会の閉会中の継続調査の申し出、閉会

3　山口菊一郎議員
〇農業支援について
〇安心安全な町づくりについて

4　石川保議員
〇公共施設等総合管理計画につ

いて
5　江間田信一議員

〇令和3年産米価下落の支援対
策について

〇旧小学校施設の活用状況と今
後の対応について
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魅力アップ講座「男の料理」
　管理栄養士の指導で体に優しい
料理を作ります。
日時／6月25日（土）10:00～12:00
場所／町農業者トレーニングセンター
対象／町内在住・在勤者
材料費／800円※米1合は持参し
てください。
定員／8人
締切／6月15日（水）
問町民会館� ☎028（677）0132

栃木SC芳賀町民デー
　町内在住、在勤者は、無料で観戦
することができます。
日時／6月26日（日）18:00～
場所／カンセキスタジアムとちぎ
対戦／栃木SC vs いわてグルー
ジャ盛岡
申込／栃木SC申し込みフォームに
必要事項を入力

申し込みフォーム▶
問武道館� ☎028（677）5155

健康福祉掲示板
戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の請求
　第十一回特別弔慰金の請求を受
け付けています。請求期限を過ぎ
るとこの特別弔慰金を受ける権利
がなくなります。お早めにご請求く
ださい。
対象／令和2年4月1日（基準日）に

「恩給法による公的扶助料」や「戦
傷病者戦没者遺族等擁護法による
遺族年金」等を受ける人（戦没者等
の妻や父母等）がいない場合に、次
の順番による先順位の戦没者等の
死亡当時の遺族（一人）
1．令和2年4月1日までに戦傷病者
戦没者遺族等援護法による弔慰金
の受給権を取得した人
2．戦没者等の子
3．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父
母 ④兄弟姉妹※戦没者等の死亡

当時、生計関係があったことなど
の要件を満たしているかどうかに
より、順番が入れ替わります。
4．上記1から3以外の戦没者等の
三親等内の親族（甥、姪など）※戦
没者等の死亡時まで引き続き1年
以上の生計関係があった人に限り
ます。
期限／令和5年3月31日（金）
問健康福祉課介護保険係

☎028（677）6015

子宮がん施設検診費用助成
　子宮がん検診費用の一部を助成
します。受診を希望する場合は、健
康係へお申し込みください。なお、
町で実施しているその他の子宮が
ん検診と重複して受診することは
できませんのでご注意ください。
対象／4月以降に子宮がん検診を
受診していない20歳以上の人※
年齢基準日は令和5年3月31日
施設／芳賀赤十字病院、柳田産婦
人科小児科医院、西真岡アクセプ
トインターナショナルクリニック、
小菅クリニック、岡田・小松崎クリ
ニック、ゆめクリニック
実施期間／6月1日（水）～令和5年
1月31日（火）
自己負担額／子宮頸部700円、子
宮頸部＋体部1,100円（体部は医
師が必要と認めた者のみ）
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

医療用ウイッグ・乳房
補正具の購入費助成
　町では、がん患者の人の身体的・
精神的な負担や、社会生活上の不
安を和らげるため、医療用ウイッ
グなどの医療用補正具購入費用の
助成事業を開始します。
対象／次の全て該当する人①町内
在住者（申請、購入日時点）②がん
と診断され、その治療を行ってい
る人③就労・社会参加・通院などに
支障がある、または支障が出る恐
れがあるために、補正具の使用を
必要としている人④世帯員に町税

の滞納がない人
助成金額／【医療用ウイッグ本体】
購入費用の10分の9（上限3万円）
※装着時に皮膚を保護するネット
を含む付属品やケア用品は対象外

【乳房補正具】購入費用の10分の9
（上限2万円）※補正下着及びシリ
コンパット等の胸部補正具
申請に必要な物／①町医療用ウ
イッグ等購入費補助金交付申請書
②がん治療を受けている又は受け
ていたことがわかる物（お薬手帳・
診療明細書・治療方針計画書など）
③補正具の購入年月日及び購入経
費の明細がわかる物④脱毛の副作
用があるがん治療を受けているこ
とがわかる物（医療用ウイッグの
場合）⑤印鑑、振込先がわかる物
申請期限／購入翌日から起算して
1年以内
問健康福祉課健康係

☎028�（677）6042

6月の総合検診日程
　対象者に、圧着はがき「総合検診
のご案内」を送付しました。
申込／健康福祉課窓口、電話また
は専用予約サイト（予約サイトは、
実施日2週間前まで利用可）
検診日程／
受付時間8：00～11：00
実施日 会場 空き状況

1日（水）町農業者トレーニングセンター ×
2日（木）町工業団地管理センター
3日（金）町工業団地管理センター
4日（土）町工業団地管理センター
5日（日）町農業者トレーニングセンター ×
6日（月）町工業団地管理センター

※空き状況は、5月25日現在です。
※時間を指定してご案内しています。
備考／9月、10月にも実施します。
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042
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