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● 6 月の行事予定表●

内容は広報で確認するか、各課へお問い合わせください。

今 月 の 納 期
町県民税 第1期
国民健康保険税 第1期
連絡先＝税務課　管理徴収係

牲○56 9121

心配ごとなんでも相談
日時＝毎週水曜日午前9時～正午
（第5水曜日、祝祭日を除く）
場所＝老人福祉センター　内容＝
日常生活上生じる心配ごと困りご
となど　相談員＝民生児童委員、
人権擁護委員、行政相談委員
連絡先＝老人福祉センター

牲○56 3166

法 律 相 談
日時＝7月17日隻午前10時～午
後1時　場所＝町役場1階町民相
談室　費用＝無料　相談員＝栃
木県弁護士会弁護士　申込期間
（予約制）＝7月1日昔～15日昔
（先着8人まで） 連絡先＝健康福
祉課社会福祉係 牲○56 9128

農業問題なんでも相談
日時＝6月1日戚・7月6日戚

午前9時～正午
場所＝町役場1階町民相談室
費用＝無料　相談員＝農業委員
連絡先＝農業委員会事務局

牲○56 9166

交 通 事 故 巡 回 相 談
日時＝6月8日戚・6月22日戚
場所＝真岡市総合福祉保健セン
ター　費用＝無料　相談員＝栃
木県中央県民センター相談員
連絡先＝栃木県中央県民センター

牲028－623－2188

犬・猫に関する相談は
県動物愛護指導センターへ

牲028－684－5458

5
隻

休日当番医：上三川病院
牲○56 7111

第4回町民バレーボール大会
（体育センター）

陸上記録会（上三川中学校）

6
席

生活習慣病検診結果説明会
（保健センター）

育児相談　（保健センター）
7
惜

農業用廃プラスチック回収
（ＪAうつのみや野菜集荷場）

8
戚

子育て教室（保健センター）
プレパパ・ママ教室

（保健センター）
ニュースポーツ教室

（体育センター）
農業用廃プラスチック回収
（ＪAうつのみや野菜集荷場）

9
斥

元気アップ教室①
（本郷北コミュニティセンター）

10
昔

栄養相談　（保健センター）
かんたんフィットネス教室④
（本郷北コミュニティセンター）

11
析

ニュースポーツ普及事業
（体育センター）

12
隻

休日当番医：
やまだ脳神経外科クリニック

牲○55 1340
第23回町テニス大会

（町テニスコート）
13
席

生活習慣病健診結果説明会
（保健センター）

14
惜

15
戚

生活習慣病健診婦人科健診
（保健センター）

ニュースポーツ教室
（体育センター）

16
斥

17
昔

元気アップ教室②
（本郷北コミュニティセンター）
かんたんフィットネス教室⑤
（本郷北コミュニティセンター）

18
析

19
隻

休日当番医：本郷台医院
牲○57 1623

第23回町民テニス大会
（町テニスコート）

第4回町民ソフトボール大会
（桃畑緑地公園）

20
席

3歳児健診（保健センター）

21
惜

10か月児健診
（保健センター）

22
戚

ニュースポーツ教室
（体育センター）

第11回町民グランドゴルフ
大会　　　　（富士山公園）
育児相談　（保健センター）

23
斥

献血　　　（役場正面玄関）
元気アップ教室③
（本郷北コミュニティセンター）

24
昔

かんたんフィットネス教室⑥
（本郷北コミュニティセンター）

25
析

26
隻

休日当番医：せんば医院
牲○55 1500

第4回町民ソフトボール大会
（桃畑緑地公園）

27
席

1歳6か月児健診
（保健センター）

28
惜

4か月児健診
（保健センター）

29
戚

生活習慣病検診結果説明会
（保健センター）

ニュースポーツ教室
（体育センター）

BCG接種　（保健センター）

30
斥

7月
1
昔

ベビーサークル開放日
（保健センター）

かんたんフィットネス教室⑦
（本郷北コミュニティセンター）
社会を明るくする運動（～31日）

2
析

消防団夏季点検・ポンプ操
法大会　　　（富士山公園）

3
隻

休日当番医：
倉持整形外科上三川

牲○55 0888
第 2回女性バレーボールリ
ーグ戦　　（体育センター）

4
席

子育て教室（保健センター）

宇都宮市夜間・休日救急診療所
場所＝宇都宮市竹林町968

牲028－625－2211㈹
※健康保険証を必ずお持ちください。

診療科目 受付時間

夜
間

内科・小児科 午後7時30分
～翌朝午前7時

歯　科 午後7時30分
～午前0時

昼
間
内科・歯科・小
児科（休日のみ）

午前9時
～午後5時
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今月の催し物 

上三川町交通事故発生状況

マナーアップ　あなたが主役です

3月 4月
交通事故件数 12件 29件
交通事故負傷者数 18人 39人
交通事故死者数 0人 11人

約170点
 

展　示 

ぜひギャラリーをのぞいて見て下さい。 
“地球を大切に”なぜ、どうして… 

 

▼場　所＝ギャラリーいのせ
（いのせ時計店内）

▼時　間＝午前9時～午後7時
※定休日は木曜日です。
▼問い合せ先＝いのせ時計店＝牲○56 7358

男女が、互いに人権を尊重しつつ喜びも責

任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画

社会を実現するため、平成11年6月23日に

男女共同参画社会基本法が

公布・施行されました。

▼問い合せ先＝健康福祉課
人権推進係　牲○56 9153

★各種団体・会社・自治会・友だち同士・
個人など老若男女を問わず大歓迎
（10名以上の団体に参加賞あり）
★よさこいかみのかわの踊りのビデオテー
プを貸出しいたします。また、合同講習
会が開催されます。
▼問い合せ先＝夕顔サマーフェスティバル
inかみのかわ実行委員会事務局

上三川町商工会内 牲○56 2206

７月30日析 上三川中心商店街通り
第1部　流し踊り・各種イベント
第2部　納涼花火大会

夏季点検　　　　午前8時～
ポンプ操法大会　午前9時～
▼場所＝富士山公園
▼問い合せ先＝総務課
交通防災係　牲○56 9115

6月23日斥から6月29日戚までは
男女共同参画週間です

7月2日析

6月3日昔～29日戚

父親の家庭教育への参加を考える集い

この時間は、実際に子どもと遊べるいろいろな工
作や遊びを参加者の皆さんに楽しく作っていただく
ものです。

▼講師＝河内教育事務所　ふれあい学習課
（元栃木県こども総合科学館職員）柳澤邦夫さん
▼主催＝はーとグリーン
（県家庭教育オピニオンリーダー上三川支部）
▼日時＝6月25日析　午前10時～正午
▼場所＝中央公民館
▼対象＝子育て中のお父さん、お母さん、

地域の人、30名程度
▼参加費＝無料　※託児もあります。
▼申込み・問い合せ先＝中央公民館

牲○56 3510

作ってあそぼう！

お父さん、こっそり教えます
～子どものあそびのレシピ～

子育て中のお父さん！　お子さんといっしょに！

「子どもあそび」をこの機会に
いっしょに考えてみませんか。

よさこいかみのかわ参加者募集

よさこい踊り講習会開催日

7月1日昔・8日昔・15日昔・22日昔
【時間】午後7時～9時【場所】町商工会館

参加者
募集


