
子宮頸がん・乳がんは若い年代からの予防が大切です
女性がん検診女性がん検診無料無料クーポン券を利用してクーポン券を利用して
がんを予防しましょうがんを予防しましょう

　次の年齢の方は、クーポン券の利用で年度内 1回
に限り、真岡市で実施している女性がん検診（子宮
頸がん・乳がん）の自己負担金が無料になります。
対象者の方には、5月末に無料クーポン券をお送りし
ました。ぜひこの機会に早めに受診をしてください。

対象となる生年月日 年齢
子宮頸がん 平成9年4月2日～平成10年4月1日 21歳
乳がん 昭和52年4月2日～昭和53年4月1日 41歳

【実施期限】平成 31年 2月 28日（木）まで

重度心身障害者医療費助成制度重度心身障害者医療費助成制度
自己負担助成自己負担助成のの申請申請についてについて
　重度心身障害者医療費助成制度を利用している方
で、下記条件に該当する場合、受給資格者本人の自
己負担分（薬局を除く医療機関ごとに月額 500 円）
に対する免除が受けられます。
【対象条件】受給資格者と同じ健康保険に加入している
方全員が平成30年度の市民税が非課税であること

※受給資格者が中学生以下の方は、申請不要です。
（平成 27 年度から受給資格者が中学生以下の場
合は、自己負担がなくなりました）

【申請】6月 29 日（金）までに下記窓口で手続き
してください。なお、現在対象の方も更新の手続
きが必要です。

【申し込み・問い合わせ】
　社会福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129 FAX83-8554
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎ 74-5004 FAX74-1250
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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
【6 月 4日（月）～ 6月 10日（日）放送内容予定】

※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）

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896
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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
「土砂災害防止月間
 について」
・もおかインフォ
「新産業団地整備係」
「平成 30年度後期高齢者医療保険料」

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

◆わくわく体操　
6月のテーマ
「家の中で運動
 しよう！」

13:00
20:00 ◆コットンタイム「第108回町おこし

 ふるさとの昔ばなし」
「第37回民話美寿々   
 会「もおか」支部町
 おこし民話語り」

9:00 ◆小・中学校入学式
真岡中学校　　　　6月 5日・6日・9日
久下田小学校　　　6月 7日・8日・10日

15:00 物部小学校　　　　6月 5日・6日・9日
長沼小学校　　　　6月 7日・8日・10日

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
  ケーキ
「真岡いちごまつり
 2018」

マイナンバーカードマイナンバーカード
申請・交付 特別窓口開設申請・交付 特別窓口開設
　毎月第2日曜日にマイナンバーカードの申請と交
付手続きができる特別窓口を開設いたします。平日
に窓口に来るのが難しい方など、この機会にマイナ
ンバーカードの申請と交付手続きをご利用ください。
【とき】6月から平成31年3月の毎月第2日曜日まで
【予約可能時間】午前 9時～正午、午後 1時～ 5時
【ところ】市役所市民課
【内容】
　①マイナンバーカードのオンライン
　　申請（無料写真撮影）所要時間 5分
　②マイナンバーカードの交付手続き 所要時間10分
　（②については市役所からカード交付の案内のハ
　　ガキが届いた方が対象です。）
※事前に電話での予約が必要です。
　マイナンバーカード業務以外の手続きはできません。
【予約方法】下記へ電話にて予約ください。
　予約受付時間　平日：午前8時30分～午後5時15分
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514

分

  ～製造事業所の皆さまへ～
工業統計調査工業統計調査ににご協力ご協力をを
　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。ご記入いただいた内容は、
統計作成の目的以外に使用することはありません。
【インターネット回答をおすすめしています】
　回答期限は、6 月 7 日（木）までです。ぜひご
活用ください。
【かたり調査にご注意ください】
　工業統計調査を装った不審な訪問者や電話・電子
メールなどにご注意ください。調査員は必ず調査員
証を身に付けていますのでご確認ください。
　また、金品を請求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

真岡市社会教育委員 兼真岡市社会教育委員 兼
公民館運営審議会委員公民館運営審議会委員をを公募公募
　社会教育委員兼公民館運営審議会委員（任期２年）
の任期満了に伴い、委員を募集します。社会教育に
関する諸計画の立案ならびに助言、公民館の各種事
業の企画立案について調査審議を行います。
【募集委員数】４人
【任期】7月15日～平成32年7月14日までの2年間
【応募条件】◎年齢25歳以上の方（ただし学生は除く）
　◎真岡市内に引き続き 1年以上住所を有する方 
　◎平日の昼間の会議（年4回程度）に出席できる方
【応募方法】「真岡市の生涯学習事業について」のテ
ーマで 600字程度にまとめた作文と必要事項（住
所・氏名・性別・年齢・電話番号・職業・社会
教育活動等の経歴・応募の動機）を明記し、6月
15 日（金）までに、下記窓口またはＦＡＸにて
申し込みください。

　※応募いただいた申込書は返却しません。
【その他】選考結果については、7月上旬までに応
募者に通知します。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町1201
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

店頭にある
←この→

のぼり
が目印です

※この商品券の発売に併せて、独
　自の特典や割引サービス等を行
　う取扱加盟店があります。　

　地元商店の魅力アップと、商
店街の活性化を図るため、10%
のプレミアム付き商品券を発行
します。
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プレミアム付きプレミアム付き
　商品券　商品券をを発売発売

10,000円で11,000円分買える！10,000円で11,000円分買える！

利用しましょう！利用しましょう！
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　次の年齢の方は、クーポンの利用で1回に限り真岡
市で実施する大腸がん検診の自己負担が無料になりま
す。対象者には無料クーポンをお送りしました。無料
で受けられるこの機会にぜひお申し込みください。
【対象者】クーポン券対象者のみ
　◆昭和 52年 4月 2日～昭和 53年 4月 1日生
　※受診日等は決まっていますので、下記窓口へ 
      電話または FAXにてお申し込みください。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

「児童手当・特例給付 現況届」「児童手当・特例給付 現況届」
手続き手続きがが必要必要ですです

　6月分以降の児童手当・特例給付を受給するため
には、現況届の提出が必要です (6 月分から受給す
る場合除く。）。現況届の確認ができない場合、6月
分以降の手当を受給することができません。
必ず手続きを行ってください。
【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340

。

　 6月 6 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】　16日（土）午前 10時～ 11時
【ところ】青年女性会館（研修室・女性室）
【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（上半身 2種類、Lサイズ縦 13cm
×横 9cm以内）、本人確認書類（運転免許証等）

【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

「まちなか保健室」駅前館で「まちなか保健室」駅前館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】6月 10日（日）午前 10時～正午　
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】シニア世代の食事バランス【講師】栄養士
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

栃木県主催栃木県主催
BCP短期策定ワークショップ開催BCP短期策定ワークショップ開催
　BCP（事業継続計画）策定を支援するワーク
ショップが開催されます。ぜひご参加ください。
【とき】6月27日（水）午後 1時 30分～ 4時 30分
　（受付：午後 1時から）
【ところ】県庁本館６階　大会議室1
【内容】
 第1部講演「栃木県におけるBCP策定の必要性」 
 第2部実践  BCPワークショップ（簡易版BCPの策定）
【対象】県内事業所　先着 15社
【申し込み】6月 13日（水）までに、「とちぎ地域
企業応援ネットワークポータルサイト（https://
tochigi-network.com/）にて申込

【問い合わせ】（公財）栃木県産業振興センター
　☎ 028-670-2606 FAX028-670-2616
　市民生活課危機管理係 ☎83-8396 FAX83-8392

※2種類の商品券共に、販売総額に
　達した時点で、販売を終了します。

体験学習を開催します体験学習を開催します
栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校  
　栃木県立益子特別支援学校では、特別な支援が必
要なお子さまの教育について、保護者の皆さまや各
関係機関の方々に、より一層ご理解いただくため、
次の通り体験学習を開催します。
【とき】7月3日（火）午前9時40分～午後0時30分
　（受付：午前 9時 20分から）
【ところ】栃木県立益子特別支援学校
　（〒321-4106  芳賀郡益子町七井3650 ）
【対象】本校への入学・転学を考えている学齢のお子
さまと保護者、幼稚園・保育所（園）・小中学校
等の教職員、関係機関の方

【内容】学校概要説明、本校保護者の体験発表、授
　業見学、校舎内見学、教育相談（希望者）
【申し込み期間】6月 11日（月）～ 21日（木）
【申し込み】真岡市教育委員会 ☎83-8181 FAX83-8080 
【問い合わせ】栃木県立益子特別支援学校（担当：鈴木）
 　☎72-4915 FAX72-7895
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名　　称

 わたのみ商品券 わたのみ商品券 にのみやプレミアム商品券にのみやプレミアム商品券

発売日時

6月 24日（日）
午前9時 30分～午後4時
※ 6/25（月）以降は平日のみ
    午前9時～午後5時まで販売

6月 30日（土）
午前 9時～午後 4時
※ 7/1（日）は午前 9時～
    正午まで
※ 7/2（月）以降は平日のみ
    午前9時～午後5時まで販売

発売場所 真岡商工会議所（荒町1203） にのみや商工会（久下田 848-5）
発行総額 1 億 6,500 万円 4,400 万円

使用できる店舗 真岡商工会議所に取扱加
盟店として登録した店舗

にのみや商工会に取扱加盟
店として登録した店舗

購入できる方 18 歳以上の市民および市外在住で市内勤務・通学者

購入限度額 1 人 3万円（3セット）、1世帯 15万円まで
（販売総額に達した時点で終了）※同一世帯以外の方の代理購入は不可

使用できる期間 7 月 1 日（日）～ 12 月 31 日（月）

問い合わせ 真岡商工会議所
☎ 82-3305 FAX82-7967

にのみや商工会
☎ 74-0324 FAX74-2737


