
※掲載内容は令和4年6月24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

芳賀温泉ロマンの湯
7月23日（土）、24日（日） 
10：30～

土用の丑
うなぎ祭り

　混雑が予想されますの
であらかじめ電話でご予
約下さい。
ロマンの湯
☎028（677）4126

※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。

Instagram

うな重 900円
蒲焼き 800円

道の駅はが東棟テラス
7月1日（金）～10日（日）

七夕飾り

　町内の認定こども園、
保育園の子どもたちの
短冊を展示

7月3日（日）
10：00～14:00

こども縁日

1回100円　金魚すくい、射的など
・駄菓子コーナー
・キッチンカー出店

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／7月12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
7月の乳幼児健診・相談
【4カ月児健診】
20日（水）※令和4年3月生
【6カ月児相談】
20日（水）※令和3年12月・令和4年1月生
【10カ月児健診】
13日（水）※令和3年8月・9月生
【1歳6カ月児健診】
6日（水）※令和2年12月・令和3年1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/

7月の介護カフェ
日時／15日（金）10:00～12:00
場所／すずらん※詳細はお問い
合わせください。
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

7月の休館日新着図書案内

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─

今月の一冊 ☆一般書☆

※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。

日時／7月16日（土）11：00～
場所／総合情報館　多目的室

※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。

DVD

CD

一般書

児童書

４・11・19・25・29日

課題図書・
すいせん図書は

2冊まで
1週間

課題図書・読書感想文
栃木県夏休みすいせん
図書の貸出をしています。

　たくさんの人が借りられる
ように１人２冊まで、１週間の
貸し出しとなります。工作の
本の特集もあります。ぜひ手
に取ってみてくださいね♪

※写真は過去の様子です。

ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント
NBCユニバーサル・エンターテイメント（販売）
ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント
NBCユニバーサル・エンターテイメント（販売）

エイベックス・マーケティング・コミュ二ケーションズ

タイトル 出演者 発売元
そして、バトンは渡された 永野 芽郁、田中 圭ほか
デューン砂の惑星 ティモシー・シャラメほか
ミラベルと魔法だらけの家 ステファニー・ベアトリスほか声の出演 ウォルト・ディズニー・ジャパン
美少女戦士セーラームーンEternal 三石 琴乃、野島 健児ほか声の出演 東映ビデオ　東映（販売）

タイトル 歌手名 発売元
HOPE / WISH 平井 大
2011－2015 Mr. Children ソニー ミュージックエンタテイメント
2015－2021 & NOW Mr. Children ソニー ミュージックエンタテイメント
鳥羽一郎40周年記念アルバム「この道」 鳥羽 一郎 日本クラウン
スタジオジブリの歌  増補盤 安田 成美ほか歌 徳間ジャパンコミュニケーションズ

内容：ゴミ屋敷のような家で祖父・義景と暮ら
すことになった孫息子・桐矢。カレーを囲む時
間だけは打ち解ける祖父が、半世紀の間、抱え
てきた秘密とは-。終戦後と現在、ふたつの時代
を「カレー」がつなぐ絶品“からうま”長編小説。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『カレーの時間』
著者名： 寺地 はるな
出版社： 実業之日本社

書　名 著者名 出版社
私と街たち（ほぼ自伝） 吉本 ばなな 河出書房新社
オリーブの実るころ 中島 京子 講談社
鷹の系譜 堂場 瞬一 講談社
禁猟区 石田 衣良 集英社
ナゾトキ・ジパング 青柳 碧人 小学館
信仰 村田 沙耶 文藝春秋
夏休みの空欄探し 似鳥 鶏 ポプラ社
新宿花園裏交番 ナイトシフト 香納 諒一 祥伝社
残された人が編む物語 桂 望実 祥伝社
うまたん ウマ探偵ルイスの大穴推理 東川 篤哉 PHP研究所

書　名 著者名 出版社
生まれかわりのポオ 森 絵都作　カシワイ絵 金の星社
ちびちびパンダ みやにし たつや作・絵 金の星社
おばけのジョージー たからさがし ロバート・ブライト作　こみや ゆう訳 好学社
しゅくだいドッジボール 福田 岩緒作・絵 PHP研究所
くみたて 田中 達也作 福音館書店

　動物に関係する美術品・資料等を展示
します。※途中、展示替えあり。
期間／９月25日（日）まで
観覧時間／9:30～17:00（土日祝日は9:00～）
場所／総合情報館展示室１　　観覧料／無料

▲鳩（岩村秀巖）

テーマ展示動物いっぱい

19広報はが 令和4年7月号

イ
ベ
ン
ト
講
座

お
知
ら
せ

相

談

子

育

て

健

康

タ
ウ
ン
リ
ポ
ー
ト

税

文
芸
・
お
便
り

人
材
募
集

知
恵
の
環
館
だ
よ
り


