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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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◆ JUMP UP もおか　
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ「ﾏｲﾅﾝﾊﾞー
ｶｰﾄﾞの取得促進について」
・もおかインフォ
「平成29年分の確定申告」等　
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8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操　
2月のテーマ「転倒予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第22回真岡市音楽祭【プログラムNO.1～8】」

【2 月 5日（月）～ 2月 11日（日）放送内容予定】
6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート  
　ケーキ
「平成 30年 
真岡市成人式」

※都合により番組内容や放送時間が変更になる場
合があります。電子番組表でご確認ください。

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施設
への加入が必要となります。視聴の申し込みは、
宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎028-638-8092）

講師募集のお知らせ講師募集のお知らせ
　真岡市生涯学習課では、出前講座・市民講座の講
師を募集しています。
　趣味・特技を生かしたい方、専門知識や経験を
誰かに伝えたいと思っている方、講師として活動
をしてみませんか。これから活動したいと思って
いる方も大歓迎です。お気軽に下記までお問い合
わせください。
【例】料理・手芸・工芸・ダンス・体操・伝統文化・教養など
【問い合わせ】生涯学習課生涯学習係☎82-7151 FAX83-4070

コラボーレもおかコラボーレもおか
開設 10 周年記念事業開設 10 周年記念事業

　真岡市市民活動推進センター「コラボーレもおか」　真岡市市民活動推進センター「コラボーレもおか」
は平成 20年 1月に開設され、今年で 10周年を迎は平成 20年 1月に開設され、今年で 10周年を迎
えます。そこで、下記の通り記念事業を開催いたしえます。そこで、下記の通り記念事業を開催いたし
ます。真岡のまちづくりの未来を、市民の皆さんとます。真岡のまちづくりの未来を、市民の皆さんと
考えます。考えます。
【とき】2月 11日（日）午後 1時～ 4時 30分【とき】2月 11日（日）午後 1時～ 4時 30分
【ところ】にのみや“とちおとめ”ホール（生涯学習館）【ところ】にのみや“とちおとめ”ホール（生涯学習館）
【対象】地域の未来について考えたい方【対象】地域の未来について考えたい方
【内容】【内容】
　■記念式典 　■記念式典 
　■パネルディスカッション「みらいを紡ぐ市民活動」 　■パネルディスカッション「みらいを紡ぐ市民活動」 
　■講演「市民活動の先にあるまちづくり」　■講演「市民活動の先にあるまちづくり」
【実施団体】真岡市、真岡市市民活動推進センター、【実施団体】真岡市、真岡市市民活動推進センター、
　真岡市市民活動推進センター利用者協議会　真岡市市民活動推進センター利用者協議会
※詳細は、下記までお問合せください。※詳細は、下記までお問合せください。
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか 
　☎ 81-5522 FAX81-5558

市営住宅入居者定期募集市営住宅入居者定期募集
【受付期間】2月 8日（木）～ 22日（木）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分
【募集部屋】

【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係 
　☎ 83-8694 FAX83-6240

住宅名 間取り 戸数 内、優先部屋

三ノ宮市営住宅  2DK
 3DK 2戸 なし

東郷市営住宅    3LDK 5戸 1戸
大谷台市営住宅  2DK 1戸 なし
さくら市営住宅  3DK 1戸 なし
※優先部屋の対象となる世帯は、ひとり親世帯、犯
罪被害者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯です。

【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類を添えて下記へ申し込みください。
　※応募多数の場合は抽選となります。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
【とき】2月26日（月）午後1時30分から
【ところ】総合福祉保健センター　ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】除草・草刈り、植木剪定、屋内外清掃、
　家事援助など
【その他】入会書類がありますので、2 月 23 日（金）
　までに下記へお越しください。

2 月に 70 歳を迎える方へ2月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　2月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 23年 2月 28日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または、二宮支所福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
のみです。2月に申請された方への温泉券の交付 
枚数は 2枚（2カ月分）です。

【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

●保育所用務員　1人
【勤務場所】市内保育所
【勤務内容】清掃業務、給食準備、行事準備など
【応募条件】普通自動車免許（AT車限定可） 
【賃金】日額 6,450 円
【勤務期間】4月 2日～平成 31年 3月 31日
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　7時間 30分勤務（休憩 60分）、月曜～金曜日
●生涯学習館施設管理員　1人
【勤務場所】生涯学習館
【勤務内容】・簡単な舞台装置、音響照明等の機械類操作
　・建物および敷地の管理（清掃、除草作業等）等
【応募条件】①普通自動車免許（AT車限定可）
 　②パソコン操作（ワード・エクセル）のできる方
【賃金】日額6,450 円
【勤務期間】4月 3日～平成 31年 3月 31日
【勤務時間】原則午前 8時 30分～午後 5時
　7時間30分勤務（休憩60分）、原則火曜～土曜日
【申し込み・問い合わせ】  総務課人事給与係　☎ 83-8099 FAX82-1065　受付時間午前 9時～午後５時
　市販の履歴書に所要事項を記入し、資格証を添えて、事前にご連絡の上、上記まで本人が直接提出してください。

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
　※ホールの使用状況により、午前8時30分～午後10時
　　までの間で 7時間 30分勤務の場合あり
●体育施設管理員　3人　
【勤務場所】総合運動公園または二宮運動公園
【勤務内容】公園の管理業務
　（芝刈り、芝の集積、運搬、樹木剪定作業 等）
　※ホイールローダー・スポーツトラクター、乗用
　集積機械等使用

【応募条件】大型特殊免許および普通自動車運転免許
（AT限定不可）

【賃金】日額 6,630 円
【勤務期間】4月 3日～平成 31年 3月 31日
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　7時間 30分勤務（休憩 60分）、月曜～金曜日

共通事項共通事項
【手当等】通勤手当 (2km以上該当、上限 7,100 円 )
　健康保険・厚生年金・雇用保険加入

≪2月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

16日（金）

9:00 ～ 10:00 真岡警察署
10:40～11:30 真岡商工会議所
13:30～14:30 英工業
15:30～16:45 真岡信用組合本店

27日（火）9:30 ～ 16:30
県東健康福祉センター、栃
木県芳賀庁舎、真岡土木事
務所、県東環境森林事務所

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

インフルエンザインフルエンザにご注意ください！！にご注意ください！！
　県内はもとより市内でもインフルエンザ感染者が
増加しています。1月～ 3月が流行の時期です。正
しい知識で日頃から予防を心掛けましょう。万が一
感染した場合は医療機関を早めに受診しましょう。
【インフルエンザの主な症状】
★ 38℃以上の発熱や頭痛　　　　　　　
★咳、のどの痛み ★関節・筋肉の痛み 等
【特に注意が必要な方】　　
　子ども（乳幼児）、妊婦、65歳以上の高齢者
【感染ルート】　　
◆飛沫感染（感染した人のせき・くしゃみ等のしぶき）
◆接触感染（ドアノブ・つり革・電源スイッチ等）
【感染を予防する方法】
◆できるだけ人ごみを避け、マスクを着用する
◆外出先から帰宅したら必ず手を洗い、うがいをする
◆室内を適度な湿度に保つ ◆予防接種を受ける 等
【問い合わせ】健康増進課健康支援係 ☎81-6946 FAX83-8619

「真岡市予防接種ナビ」「真岡市予防接種ナビ」
をご利用くださいをご利用ください

　予防接種ナビは、真岡市の乳幼児を対象とした予防
接種スケジュール管理を基本に、感染症の流行状況、
乳幼児健康診査、子育て情報等を提供するサイトです。
　お子様の月齢に合わせた予防接種のスケジュールを自
動で作成し、接種日が近づくとメールでお知らせします。
　登録は無料で、スマートフォン、携帯電話、パソコ
ン等からご利用いただけます。（通信料は利用者の負担）
【主な機能】◆お子さんの予防接種スケジュールを自
　動で作成（接種予定日に急用や急病で接種ができ
　なくなった場合は、スケジュールを再調整します）
◆接種日が近づくと、メールでお知らせします。
◆感染症の流行状況をお知らせします。
◆本市からの子育て情報をお知らせします。
◆乳幼児健診等の日程をご確認いただけます。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係 
　☎ 81-6946 FAX83-8619

城山公園園路整備城山公園園路整備のお知らせのお知らせ
　次の通り、公園区域の園路整
備工事を実施します。右図の工
事区域が利用できなくなります
ので、ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

　　　  　　　　　　　　
【問い合わせ】都市計画課維持管理係 
　☎ 83-8724 FAX83-8879

【工事名】
　城山公園園路整備工事
【工事期間】
　1月 23日（火）～
　　　　　3月 15日（木）
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2 月 強化月間2 月 強化月間
マイナンバーカードマイナンバーカードのの申請補助申請補助
　本庁市民課で行っている無料の顔
写真撮影とマイナンバーカード申請
の補助について、２月に限り、本庁
市民課窓口が開いているすべての時
間で実施します。
　下記の受付時間に、身分証明書（運
転免許証や健康保険証など）を持っ
て本人が来庁すれば、その場で無料
の写真撮影を行い、マイナンバーカードの申請がで
きます。（15才未満または成年被後見人の方は、法
定代理人と一緒に来庁する必要があります）
【2月の受付時間】
■平日（月・火・木曜日）8:30 ～ 17:15
■延長窓口（水・金曜日）8:30 ～ 19:00
■休日窓口（第 1・3日曜日）8:30 ～ 12:00
　※二宮支所では実施しません。
　※ 3月からは通常の平日（月～金）8:30 ～ 17:15
　　のみの受付となります。
【受付の主な流れ】
　①申請書記入　②本人確認（運転免許証や保険証
など）　③職員による写真撮影　④マイナンバー
カード申請　⑤申請終了
※受付終了まで5～10分ほどお時間をいただきます。
　混雑状況によってはより多く時間をいただく場合
　がありますので、ご了承ください。

顔写真付きのマイナンバーカードの利用用途例顔写真付きのマイナンバーカードの利用用途例
･ 本人確認のための公的な身分証明書としての利用
・マイナンバーと身元を証明する書類としての利用
・インターネット等での電子文書の作成・送信
　（例 e-Tax の税の電子申請など）
・専用インターネットサイト「マイナポータル」を
利用した各種行政サービス（例 : 子育てOSS…子
育て分野に特化した、サービス検索やオンライン
申請サービス）

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514


