
40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！

5 月の集団健診5月の集団健診
　定員に達した日程は申し込みができませんので、
日程変更・新規申し込みは、お早めにお願いします。
市で行う健診（集団、施設、人間ドック）は、いず
れか年度内 1回の受診となります。
≪生活習慣病健診≫【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
7 日（月）、8日（火）、
14日（月）、18日（金）、
21日（月）

総合福祉保健センター

9日（水） 市公民館真岡西分館
16日（水）、17日（木） 中村農村環境改善センター
22日（火）、23日（水） 長沼地域体育館（長沼北小）
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
健診の種類健診の種類 対象者対象者 自己負担金自己負担金
特定健診 40～74歳で国保加入 無料後期高齢者健診 75歳以上
胃がん検診

40歳以上

400円

肺がん検診 100円
（たん検査あり300円）

大腸がん検診 100円
前立腺がん検診 50歳以上の男性 100円
肝炎ウィルス検診40 歳の方および5 歳刻みで41 ～ 71 歳になられる方 無料

≪女性がん検診≫　【受付】午後1時30分～2時15分
日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場

15 日（火） 大内農業構造改善センター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診
（頸がん検査） 40歳以上全員

400円

②乳がん検診
（超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 400 円

骨密度検診 同日に①・②を
受診する方 100円

※インターネット予約 の ID とパスワードのある方
　は、健診申込や日時の変更にご利用ください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
  ☎83-8122 FAX83-8619 Eﾒｰﾙ:kenkou@city.moka.lg.jp

生垣づくり補助事業生垣づくり補助事業
　生垣は、身近に触れる緑として、生活に潤いをも
たらし、空気の浄化や延焼防止の効果などがありま
す。市では、緑豊かな潤いと安らぎのあるまちづく
りを進めるために、費用の一部を助成しています。
【補助対象】
　・住宅や事業所等の敷地内に生垣を植栽する
　・生垣総延長 5m以上かつ一般通行用道路に 3m
　以上面している

　・樹木の高さは、50cm以上あり、1m当り 2本
　　以上植栽する
　・真岡市石塀等撤去費補助事業を利用された方も
　対象になります

　※今までに生垣づくり補助を受けた方は対象外
【補助金額】１ｍ当り 3,000 円（上限 60,000 円）
　※生垣を植栽する前に下記へ申請が必要です。

観観
るる
 【出演者】アクアチーム、ダンススペース蔵人、
　　サンバチーム絆、ゴーグル、プルトップ

食食
べべ
るる
 各種模擬店　焼きそば、焼き鳥、クレープ、
 黄金もち、ブラジル料理、わたあめ など

体体
験験
すす
るる

 駅長制服の貸し出し　300円
 機関士制服の貸し出し　100円
 キューロクと車掌車の連結走行　300円
 キューロク機関助手席体験乗車　1,000 円
 ミニ SLの運行　無料

そそ
のの
他他
 物産品販売、切手・はがき、
 くじ引きなど、 各種模擬店

【問い合わせ】真岡鐵道株式会社
　☎ 84-2911 FAX84-2913

皆様の笑顔に支えられて5周年皆様の笑顔に支えられて5周年
SLキューロク館SLキューロク館

アニバーサリーイベント開催アニバーサリーイベント開催
 【とき】4月 28 日（土）
 【開館イベント】午前10時～午後3時30分
 【会場】SLキューロク館

もおか
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製造事業所の皆さまご協力お願いします製造事業所の皆さまご協力お願いします
工業統計調査工業統計調査

　平成30年工業統計調査を6月1日現在で実施します。
　工業統計調査は、日本の工業の実態を明らかにす
ることを目的とした、統計法に基づく報告義務があ
る重要な統計調査です。
　調査結果は、中小企業施策や地域振
興などの基礎資料として利活用されま
す。調査票の内容の秘密は厳守されま
すので正確なご回答をお願いします。
■５月中旬から、対象事業所に調査員が調査票　
をお持ちします。
■調査員は「調査員証」を必ず携行しています。
■ご回答いただいた内容は、統計作成の目的以外に
　使用することはありません。
【問い合わせ】 企画課統計係 ☎83-8109 FAX83-5896

水石盆栽展
【とき】4月 28日（土）～ 5月 1日（火）
　午前 9時～午後 4時（1日は正午まで）
【ところ】久保講堂　【内容】水石と盆栽の展示

第 39回 『花と緑の市』
【とき】5月3日（木）～5日（土）午前10時～午後4時
【ところ】久保講堂南側庭園
　※久保講堂南側砂利駐車場をご利用ください。
【内容】庭園の展示、花木の展示・販売
　＜ 5月 3日（木）のみ＞
・ツツジの苗木無料配布　午前10時から 先着500人
・こけ玉づくり（無料）　午後 2時から  先着 50人
　＜ 5月 4日（金）のみ＞
・草花寄植体験（200円 鉢・土含む）
　午前 10時から　先着 50人
【問い合わせ】　商工観光課観光係 
　☎ 83-8135  FAX83-0199

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆ JUMP UP もおか　
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「めいぶつチョイスの
 利用について」
・もおかインフォ
「根本山自然観察センター」

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操　
4月のテーマ
「上半身の姿勢づくり」

9:00

15:00

◆小学校卒業式
山前小学校　　　5月 1日・2日・5日
西田井小学校　　5月 3日・4日・6日
山前南小学校　　5月 1日・2日・5日
東沼小学校　　　5月 3日・4日・6日

【4 月 30日（月）～ 5月 6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
「熊倉神宮桜
 まつり」

※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。
※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）

13:00
20:00

◆コットンタイム
「MOKA KIDS
 HARMONY
 第10回定期演奏会」

市民意向調査市民意向調査ににご協力ご協力くださいください
　市民の皆さまの市政に対するご意見やご要望など
を、これからのまちづくりに反映させるため、「市
民意向調査」を実施しています。
　市内在住の 3,000 人の方を無作為に選び、調査
票をお送りしましたので、調査票が届いた方は、ご
協力をお願いします。
【提出期限】5月 11日（金）までに投函
【問い合わせ】 企画課企画調整係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

【散布期間】
　真岡地区：5月 9日（水）まで
　二宮地区：5月 13日（日）まで
※いずれも午前 5時～正午、天候、
　出穂の条件により散布日時の変更あり。　
【対象】二条・六条大麦・小麦
【使用農薬】トップジンMゾル（殺菌剤）8倍希釈
【問い合わせ】JA真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

害虫駆除用散布器具害虫駆除用散布器具のの貸出貸出
　庭木に発生する毛虫等の害虫駆除用の機械器具を
無料で貸し出します。なお、器具は数に限りがあり
ますので、ご了承ください。
【貸出期間】5月 7日（月）～ 10月 12日（金）
　貸出受付は、毎週、月・金曜日のみ
　午前 8時 30分～正午（祝日除く）
【ところ】都市計画課作業所
　（シルバー人材センター事務所西側）
【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎ 83-8724 FAX83-8879

「いちご」がデザインされた「いちご」がデザインされた
証明書用紙になりました！証明書用紙になりました！
　市民課で発行される各種証明書の用紙が、下記の
とおり変更になります。　
　「日本一のいちごのまち真岡市」
をPRするため、用紙（桃色）に
「いちご」のイラスト、「いちご」の
透かしを入れたものとなっています。
【この用紙で発行される証明書】
　本庁市民課と二宮支所市民窓口係で発行される証  
明書（住民票・印鑑登録証明書など）

※税務課で発行される税務証明書等は、旧用紙です。
マイナンバーカードケースに「いちご」のシール貼付！マイナンバーカードケースに「いちご」のシール貼付！
　マイナンバーカードケース
にも「いちごシール」を貼付し、
「いちご」のPRをします。
※マイナンバーカード
　に直接貼らないでください。
※すでにマイナンバーカードを交付した方でも、
　ご希望があればシールをお渡しします。
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514
　二宮支所市民窓口係☎ 74-5002 FAX74-1250

＜カードケース＞

真岡市環境審議会委員真岡市環境審議会委員をを募集募集
【応募条件】①満 20歳以上の方 ②本市に引き続き
　１年以上住所を有する方 ③平日の昼間の会議に 
　出席できる方（公務員および他の審議会委員で 
　ある方を除く） 
【審議内容】市の環境計画に関すること、年次報告、
　環境保全に関する基本的事項等　
【応募方法】次の書類を、下記宛先へ郵送または E
メールで提出してください。
　①身上書：住所、氏名、生年月日、年齢、性別、
　職業、勤務先、連絡先の電話番号、環境保全活
　動に関する経歴を明記した書類（様式は自由）
　②作文 400 字程度：「応募の動機」または「真岡
　市の環境保全について」

【応募締切日】5月 18日（金）消印有効
　※選考結果は後日、本人宛に通知します。また、
　　応募書類は返却しませんのでご了承ください。
【あて先・問い合わせ】環境課環境計画係
  〒 321-4395 真岡市荒町 5191
  ☎ 83-8241 FAX83-5896
  Ｅメール：kankyou@city.moka.lg.jp

　 5月 5 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき・ところ】　午前 10時～ 11時
　2日（水）：青年女性会館（研修室・女性室）
　19日（土）：二宮コミュニティセンター（202・203会議室）
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（全身、Lサイズ縦 13cm×横 9cm
　以内）、身分を証明するもの　
【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎ 83-1234

5 月5月ののモオカの休日開催モオカの休日開催
とき 内容（主催） 参加料

17日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

5日（土）、19日（土）
午後 1時 30分～

子ども将棋教室
（真岡市将棋連合会）無料

6日（日）、20日（日）
午前11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

10日（木）、24日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

【ところ】 観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内）

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

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

【とき】5月5日（土）、6日（日）  午前10時～午後6時
【ところ】オリオンスクエア（メイン開場）
【出店内容】春崎野乃花新商品販売、飲食ブース、
PRブース　※詳細はWN5/4 号にて掲載予定！

【問い合わせ】企画課総合戦略推進係 ☎ 81-6947

真岡市ＰＲブース真岡市ＰＲブース
出展決定！！出展決定！！

無人ヘリコプターによる
麦病害虫防除を実施中


