お知らせ
町営住宅入居者募集
入居期日／9月上旬
（予定）
戸数／1戸
（3DK）
※祖母井48-3

賃料／20,200円～39,600円（所
得に応じて決定）
申込資格／次の全てに該当する人
①町内在住、在勤者②町税を滞納
していない③ 同 居の親 族がいる
（例外あり）④収入基準（月額）が

宿郷5-21-15）
対象／今年度大学・短大・専門学校
卒業予定の学生及び同学歴35歳
未満の求職者
参加企業／厚生労働省や栃木県の
職場環境に関する各種認定・認証
を受けている県内企業を中心に約
50社予定
その他／事前申込サイト（とちぎ
ジョブネット）にて参加企業情報
随時更新。当日参加可。
問栃木労働局職業安定部職業安定課

158，000円以下である（例外あ
り）
⑤暴力団関係者でない
決定方法／書類審査・現地調査※
適合者多数の場合は選考または抽

☎028（610）3555
株式会社ワークエントリー栃木事業部
☎028（612）8643

選
申込期間／8月4日（木）～17日（水）

危険物取扱者保安講習会

広報はが 令和4年8月号

期日／8月13日（土）、20日（土）
時間／9:00～17:00※1枠25分
（1組2枠まで使用可）
対象／ピアノ経験者※中学生以下
は保護者同伴、高校生以下は保護
者の承諾が必要です。
使用料／1枠500円
申込方法／町民会館窓口または電
話※先着順
問町民会館

☎028（677）0009

8月の休日・祝日当番薬局

対象／30〜80歳の町内在住者※
令和5年3月31日現在
内容／問診、歯と歯肉の検診、結果
に応じたアドバイス
期間／令和5年1月31日（火）
まで
料金／自己負担400円※70歳以
上、生活保護、住民税非課税世帯の

とちぎ薬局芳賀店
11日（木）（市貝町上根162-5）
☎0285（81）6822

夏休みの学習に
役立つ本
貸し出し中！
課題図書や自由
研究の本を借りて
みましょう。
総合情報館

「すみっコぐらし とびだす
絵本とひみつのコ」
8月3日（水）
午前の部 10：00〜
午後の部 14：00〜
各部 20人まで
※当日受付
☎028（677）
2525

※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。

※掲載内容は令和4年7月26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。

検診日程／8：00〜11：00
実施日

会場

9月1日（木）
9月2日（金）

空き

町工業団地管理センター

9月3日（土） 農業者トレーニングセンター

〇
〇
×

9月4日（日）（両日とも定員に達しました） ×
9月5日（月）
9月6日（火）

町工業団地管理センター

〇
〇

※10月、1月にも実施予定です。
問健康福祉課健康係
☎︎028（677）6042

つくも薬局芳賀
28日（日）（祖母井南3-1-7）
☎028（678）5895

芳賀町
HAGA TOWN PREMIUM

子ども向け
映画会開催！

インターネット専用予約サイト ▶︎

商品券

ハガキまたは
スマホでの
事前申し込み！

30％も

お得！

13,000円分

申し込み開始!
1. ハガキでお 申 込 み
申 込
、住所・氏名・電話番号・購入
希望
数・勤務先（在勤者
） 記入
上、切手 貼
投函
。
9月上旬 「購入引換券」 送付
「購入引換券」 持参

芳賀町商工会

上、指定

8月12日
消印有効

郵便

POST

時間

越

（

買 物！

）

共通券（大型店・小売店）

8月12日

。

確認

5,000円分

一般券（小売店

8,000円分

。

☎028（677）0144 詳細 、8月1日折 込

500円券
×
26枚

一組

2. スマホ でお 申 込 み
下 申 込
申 込

1
10,000円

。

※掲載内容は令和4年7月26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。

対 象
町内在住、在勤者
一人20,000円（2
※在勤者

本人

）

文芸・お便り

12

歯周疾患検診を400円で
受けられます

週間前まで利用可）、電話、健康福
祉課窓口

タウンリポート

問宇都宮地方法務局
栃木県人権擁護委員連合会

します。

【栄養相談】4日（木）
【こころの相 談 】3 日（ 水 ）、1 9 日
（金）、24日（水）
問健康福祉課健康係
☎︎028（677）6042

ています。受診希望で未予約の人
はお早めに申し込んでください。
申込／専用予約サイト
（実施日の2

知恵の環館だより

0120（007）110

8月の栄養相談・こころの相談（予約制）

締切／8月31日（水）
問町民会館 ☎︎028（677）0009

7月26日（火）現在、町工業団地
管理センターの日程が比較的空い

談

（土日10:00〜17:00）

スタンプを5つ
集めたらすてきな
賞品をプレゼント

は申し込み時に申し出てくださ
い。）、スポーツタオル、飲み物、マ
スク

健康福祉掲示板

知恵の環館 夏のイベント
読書スタンプ
カード配布！

リニック、なかの歯科・矯正歯科ク
リニックなかのキッズデンタル
問健康福祉課健康係
☎︎028（677）6042

松谷内科胃腸
科クリニック

9月の総合検診

こちらから

8：30〜19：00

コンサートピアノ開放DAY

9月11日（日） 和久医院

て 相

子どもの人権110番強化週間
8月26日㈮〜9月1日㈭

町民会館

齢の人は健康係へ申し込んでくだ
さい。
実施医療機関／今井歯科医院、小
林歯科クリニック、
やなぎだ歯科ク

育

場所／ベルヴィ宇都宮（宇都宮市

イベント・講座

8月21日（日）

リニック、塩田歯科医院、たけざわ
歯科医院、祖母井・熊倉デンタルク

参加費／無料
定員／先着7人
持ち物／ヨガマット（無い場合に

松谷内科胃腸
和久医院
科クリニック

60・65・70・76・80歳の年齢の人
には郵送済みです。※その他の年

康 子

日時／9月9日（金）13:00～15:30
※受付12:00～

所に申し出てください。
問真岡県税事務所個人住民税担当
☎0285（82）2137

です。初めての人も、自分の体力や
体調に合わせて楽しく運動できま
す。
日時／9月17日（土）10：00〜11：30
場所／生涯学習センター2階研修室
対象／町内在住の18歳以上の人
講師／影山靖代先生

変更前 ▶︎ 変更後

健

とちぎで働こう合同企業
説明会inベルヴィ宇都宮

期分の納期は11月30日（水）
です。
第2期分以降の納付について口座
振替を希望する場合は、県税事務

ボールやタオルを使い、筋力・体
幹力の向上を目指すエクササイズ

8月・9月の休日当番医変更

イベント講座

日時／8月10日
（水）11：00
試験放送内容／①チャイム音②
「これはJアラートのテストです」
を
3回繰り返し③「こちらははがまち
です」
を1回④チャイム音
問総務課地域安全対策係
☎028（677）6029

事務所、金融機関窓口、コンビニ、
スマートフォン決済アプリなどで、
第1期分を納付してください。第2

ピラティス公開講座

人材募集 お知らせ

防災行政無線を使用した
全国一斉情報伝達訓練

危険物取扱者免状を受けてお
り、危険物の製造所、貯蔵所または
取扱所で、危険物の取り扱い作業
に従事している人が対象です。危
険物の取り扱い作業に従事するこ
ととなった日から1年以内に講習
を受け、
その後は、前回受講後最初
の4月1日から3年以内に講習を受
けてください。
期日／9月21日（水）
場所／市民いちごホール小ホール
（真岡市荒町1201）
定員／給油・一般 各150人
手数料／4,700円※栃木県収入証
紙を申請書に貼り付けてください。
受付／8月31日（水）～9月7日（水）
問芳賀地区広域行政事務組合消防
本部予防課保安係
☎0285（82）8706

個人事業税の納税通知書が届い
た人は、8月31日（水）までに県税

人は無料
申込／医療機関に直接予約（ただ
し受診票が必要です。）
受診票／30・35・40・45・50〜

ボランティア友の会

税

申込方法／町営住宅入居申込書に
必要書類を添付し、都市計画課へ
提出
（郵送可）
問都市計画課都市計画係
☎028（677）6020

8月31日は個人事業税の納期

）

広報はが 令和4年8月号
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