
東京 2020東京 2020
オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック

フラッグツアーフラッグツアー
　オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグ
や大会関連パネルが展示されます。
【とき】6月 22日（金）午前9時～午後4時 30分
【ところ】市総合体育館
【主催】東京都 /東京 2020 組織委員会 /JOC/JPC
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎84-2811 FAX84-6258第 5回 第 5回 キューロクキューロク

「ほおずき・あさがお市」「ほおずき・あさがお市」
&子ども縁&子ども縁日日

　キューロク館の夏の風物詩として「ほおずき・あさ
がお市」＆子ども縁日を開催します。
【とき】7月 7日（土）
【ところ】SLキューロク館敷地
【内容】
■朝どり野菜の軽トラ市：午前 9時～正午
　新鮮な朝どり野菜を生産者が直接販売します。
■ほおずき市：午前 10時～午後 3時
　ほおずきの鉢物販売（かご・風鈴付き）、焼きそば、
　焼き鳥、クレープ、かき氷、ジュース、ビール
　の販売
■子ども縁日：午前 10時～午後 3時
　金魚すくい、ヨーヨー釣り、わたあめ、駄菓子
　の販売等
■二人組デュオ“とちおとめ”：ステージ午前10時30分～
※「朝どり野菜の軽トラ市」参加者募集中、あな
たの自慢の野菜を販売しませんか。詳しくは下
記へ問い合わせください。　

ほおずき市でほおずき鉢物プレゼントほおずき市でほおずき鉢物プレゼント
　抽選で 5人の方にほおずき鉢物をプレゼントし
ます。ご希望の方は、往復はがきに住所、氏名、電
話番号、「ほおずき希望」と記入し、下記宛て先へ
応募ください。（1家族 1鉢）
【応募期限】6 月 28日（木）消印有効
【宛て先】〒 321-4306 真岡市台町 2474-1
　真岡鐵道㈱ほおずきプレゼント係
【問い合わせ】真岡鐵道株式会社
　☎ 84-2911　FAX84-2913
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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 18日（月）～ 6月 24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
「環境月間について」
・もおかインフォ
「合同就職面接会」
「コラボーレもおか」

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

◆いちごショート
  ケーキ
「真岡女子高等学校
『荒城の月～幻想～』」
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◆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 18回真岡市

ライオンズクラブ杯
中学校野球大会」

9:00
◆小学校入学式
西田井小学校　　6月 21日・22日・24日

15:00 山前小学校　　　6月 21日・22日・24日

40代のアナタも！家族のための健康チェック！40代のアナタも！家族のための健康チェック！

7 月の集団健診7月の集団健診
　生活習慣病の兆候を発見できます。生活習慣病健
診を受診した人は、受診しない人より年間医療費が
約 11万円も安かったというデータがあります。
（「国保データベース」より）
　国保加入の方は受診料無料、「わくわくプレゼント」
特典もありますので、ぜひお申し込みください。
≪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
2 日（月）、3日（火）、
6日（金）、9日（月） 総合福祉保健センター

11日（水）、27（金） 二宮コミュニティセンター
5日（木）、12日（木）、
18日（水）、26日（木） 物部会館

【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

17 日（火）、23日（月） 総合福祉保健センター
5日（木） 中村農村環境改善センター
【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

※対象年齢は平成 31年 4月 1日に達している年齢
です。定員に達する前に、日程変更・新規申し込
みをお願いします。市で行う健診（集団・施設・
人間ドック）は、いずれか１回限りとなります。

【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

お子様の発育・養育でお悩みの方お子様の発育・養育でお悩みの方

真岡市教育相談会真岡市教育相談会をを開催開催  
　就学前・小・中学校のお子さまとその保護者の方
を対象に教育相談会を開催します。お気軽にご相談
ください。相談は無料です。
＜相談内容＞
言葉がはっきりしない・友達と遊べない・話がう
まくできない・落ち着きがなくじっとしていられ
ない・集団になかなか入れない など
【とき】7月26日（木）午前9時30分～午後3時30分
【ところ】市公民館二宮分館
【内容】相談内容に合わせて、小中学校教員、市子
ども発達支援センターひまわり園職員、市こども
家庭課家庭相談員、市こども家庭課担当職員、市
心理相談員が相談に応じます。

【申し込み】7月2日（月）必着で、次のいずれかの
方法で申し込み。①真岡市教育委員会に電話で申
し込み ②申込書を真岡市教育委員会に郵送または
持参 ③申込書を担任の先生に提出

【その他】相談開始時刻は、午前 9時 30 分、午前
11 時、午後 1時、午後 2時 30 分からお選びく
ださい。希望相談時刻が集中した場合、ご希望に
添えないことがあります。相談時刻を調整後、郵
送でお知らせします。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市教育委員会学校教育課
　☎ 83-8181 FAX83-8080 

「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

ん。

  もおか木綿踊りもおか木綿踊り
 参加団体募集中 参加団体募集中
　流し踊り・創作踊りの出場チームを募集します。
ぜひお気軽にお申し込みください。なお、審査対象
となるのは、10名以上の団体のみとなります。
【とき】8月 18日（土）午後 6時から
【ところ】荒町本通り
【内容】流し踊り・創作踊り
【申し込み】6月 29 日（金）までに下記までお申
　し込みください。
【問い合わせ】もおか木綿踊り実行委員会
　（商工会議所内）☎ 82-3305  FAX82-7967合同就職面接会合同就職面接会をを開催開催

　市では、市内事業所における人材の確保と、本市
での就職を希望する新規学卒者および一般求職者へ
の支援として、合同就職面接会を開催します。市内
での就職を希望される方は、ぜひご参加ください。
【とき】7月 6日（金）
　午後１時 30分～ 4時
　（受付：午後１時～ 3時 30分）
【ところ】フォーシーズン静風
【参加企業】市内企業 30社
【対象者】◆平成 31年 3月新規大学等卒業予定者
　　　　　および既卒者（3年以内） 
　　　　◆一般求職者（45歳未満の若年者）
【申し込み】参加を希望される方は、事前にハロー
ワーク窓口で紹介状の交付を受けてください。ま
た、当日参加も可能です。

※参加企業など詳しい内容は、市ホームページを
ご覧ください。

【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係
　 ☎ 83-8134  FAX83-0199

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

園芸立国もおか推進・チャレンジファーム園芸立国もおか推進・チャレンジファーム
真岡市農業支援事業真岡市農業支援事業
新規就農者育成確保支援事業（研修支援）新規就農者育成確保支援事業（研修支援）
　JAはが野新規就農塾で研修を受け、研修終了後
に真岡市で就農した場合、研修費の一部について補
助金を交付します。
【対象者】新規就農推進協議会
【対象】新規就農推進協議会が研修受け入れ農家に
対して負担した研修支援金（研修生 1人あたり、
年間 36万円）

【補助金額】費用の 2分の 1
　（※ JAはが野、市で各 18万円）
　新規就農者育成確保支援事業　新規就農者育成確保支援事業
　（空き施設有効利用促進支援）　（空き施設有効利用促進支援）
　市在住の認定新規就農者へ農地および施設を 5
年間以上貸し付けた方に奨励金を交付します。
【対象者】認定新規就農者に5年以上農地および施設
を貸し付けた所有者　（市税等を完納していること）

【補助対象】貸付施設
【補助金額】施設 1㎡あたり 500円
【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

『普通救命講習』『普通救命講習』
受講者募集受講者募集

　AED（電気ショック）を用いた心肺蘇生法など
救命に必要な応急手当の知識と技術を学びます。
【とき】7月 22日（日）午前 9時～正午
【ところ】久下田駅前どんとこい広場
　（にのみや商工会館展示棟）
【講習種別】普通救命講習・再講習　
【参加料】無料 　【定員】先着 30 人
　※詳しくは下記へ問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】真岡消防署二宮分署
　☎ 74-0537 FAX74-0334


