
もおか
W e e k l y  N e w s

真岡市総務部秘書課広報広聴係 編集
☎0285-83-8100  Fax0285-83-5896

平成30年

8月3日発行

第2685 号

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【8 月 6日（月）～ 8月 12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

川面を流れる小さなともしびに平和の祈りをこめて

第24回第24回真岡の灯ろう流し真岡の灯ろう流し
【とき】8月15日（水）午後6時30分～9時
　　 　※雨天の場合は 16日（木）に延期
【ところ】行屋川水辺公園（真岡小学校東側）
真岡商工会議所、市役所商工観光課、観光物産館で
流し灯ろう（1セット 500 円）を発売中です !!

【問い合わせ】   真岡商工会議所青年部  ☎ 82-3305
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【主催 ･問い合わせ】もおか木綿踊り実行委員会事務局
　（真岡商工会議所内）☎ 82-3305 FAX82-7967

もおか木綿踊もおか木綿踊りり
【とき】8 月 18 日（土）
　午後6 時～9 時15 分
　雨天の場合は 19日（日）に延期
【ところ】荒町本通り（寿町交差点～泉橋）（寿町交差点～泉橋）
　※右図の　　　　区間
【交通規制】午後 5時 30分～9時 30分
　※会場内車両進入禁止
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児童扶養手当の現況届受付児童扶養手当の現況届受付
ひとり親家庭医療費受給資格者証更新ひとり親家庭医療費受給資格者証更新
【とき】8月 21日（火）・22日（水）
　各日午前 9時～午後 7時
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【対象】児童扶養手当受給資格者、ひとり親家庭医療
費受給資格者　
　※一部支給停止除外届が6月に送付された方は現
　況届受付時に提出してください。

【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340

危険物取扱者保安講習会危険物取扱者保安講習会
　危険物取扱者は、危険物の製造所、貯蔵所または
取扱所において、危険物の取扱作業に従事すること
となった日から 1年以内に講習を受け、その後は 3
年以内に受講しなければなりません。
【とき】9月 14日（金）　【ところ】青年女性会館
【定員】給油・一般　各先着 150人　
【受講手数料】4,700 円
　（栃木県収入証紙を申請書に貼り付け）
【申し込み】8月 24日（金）～ 31日（金）
　下記へ申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　消防本部予防課保安係 ☎ 82-8706 FAX83-3746

犬の飼い主の皆さまへ犬の飼い主の皆さまへ
　頻繁な犬の鳴き声などの騒音は周辺地域の
人への迷惑になります。無駄吠えをしない
よう、適切なしつけを行いましょう。
【問い合わせ】
　栃木県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458
　環境課環境保全係　☎ 83-8125 FAX83-5896
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お盆期間中におけるお盆期間中における
学校閉庁について学校閉庁について

　今年度より、8月 13 日 ( 月 ) ～ 16 日（木）ま
での 4日間を学校閉庁といたします。この期間は、
市内小 ･中学校において教職員が不在となります。
学校に関することでの問い合わせにつきましては、
下記の連絡先にお願いします。
【問い合わせ】真岡市教育委員会 学校教育課
　☎ 83-8181 FAX83-8080

　 気をつけよう！　 気をつけよう！
 屋外での喫煙マナー 屋外での喫煙マナー
　タバコの煙には、人体に有害な物質が多く含まれま
す。夏になると、各家庭で窓を開ける機会が増えます。
家の外などで喫煙する際は、風向きや時間帯などに配
慮し、周囲に受動喫煙の影響がないようにしましょう。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

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の特別窓口をご利用ください。
【とき】平成 31年 3月までの毎月第 2日曜日
【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

　　
　　②
　　

統計グラフコンクール統計グラフコンクール
栃木県コンクール作品募集栃木県コンクール作品募集
　統計グラフの作品を募集します。
【対象】栃木県内の小学生、中学生、
　高校生、大学生および一般の方
【課題】自由
※小学４年生以下の方は、児童自らが観察、調査した
　結果をグラフにしたものを応募してください。
【入賞作品発表】9月下旬に行い、平成 31年 1月
　月10日開催の「栃木県統計大会」で表彰されます。
　また、優秀作品は、全国コンクールに出品します。
※詳しくは、栃木県統計課ホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20
　栃木県県民生活部統計課（管理普及担当）
　☎028-623-2242 E ﾒー ﾙ :tokeika@pref.tochigi.lg.jp
　HP:http://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/pref/ 
        toukei/toukei/gurakon.html
【問い合わせ】企画課統計係 ☎ 83-8109 FAX83-5896

真岡市合併 10周年記念真岡市合併 10周年記念
NHK宇都宮放送局開局 75周年記念NHK宇都宮放送局開局 75周年記念
「新・ＢＳ日本のうた」「新・ＢＳ日本のうた」
公開収録の実施公開収録の実施

　素晴らしい名曲の数々を豪華な出演者がたっぷりとお届
けします。観覧希望の方は、次の要領で申し込みください。
【とき】10月11日（木）午後6時開場 午後6時40分開演
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【出演】あべ静江、石川さゆり、市川由紀乃、伊藤咲子、
　岩崎宏美、城南海、坂本冬美、真田ナオキ、
　西田あい、山本譲二、和田青児 ほか（50音順）
【申し込み】観覧は無料ですが、1歳以上から入場整理
券が必要です。郵便往復はがきで申し込みください。
　＜往信用裏面＞郵便番号、住所、名前、電話番号
　＜返信用表面＞郵便番号、住所、名前
　＜返信用裏面＞何も記入しないでください。
　《宛て先》〒 321-4395 真岡市役所企画課
　　　　　　「新・BS 日本のうた」係
【締め切り】9月 10日（月）必着
※応募多数の場合は抽選のうえ、入場整理券をお　
送りします。（１枚で２名様まで入場可）
※転売目的の応募は固くお断りします。
※応募の際の情報は抽選結果の連絡のほか、NHK
では受信料のお願いに使用させていただくことが
あります。

【問い合わせ】NHK宇都宮放送局 ☎028-634-9155
　企画課 ☎ 83-8102 FAX83-5896

もおか“いちご”チアリーダー募集もおか“いちご”チアリーダー募集
【募集人数】3人程度
【応募資格】次の①・②すべて満たす方
　①県内に在住で、平日休日とも市内外の
　　イベント等に参加できる方
　②18～29歳までの健康で明るい方（高校生は除く）
【活動内容】10月～平成32年3月（約1年6カ月間）
　（平成30年度 5回、平成31年度15回を予定）
　・真岡市およびいちごの魅力発信（公式インスタグラマー）
   ・いちごサミットのPR活動
   ・イベント等への参加
【選考方法】◆1次審査：書類審査（9月中旬）
　◆2 次審査：面接審査（9 月下旬）
　◆認定式（10月中旬）認定証の交付および副賞の
　　授与、活動に対し報奨金を授与します。
　　（平成30年度 5万円、平成31年度10万円）
【待遇】日当１万円、報奨金、副賞（旅行券）、制服一式
【応募方法】専用の応募用紙を下記へ持参または郵送、
　写真2枚（全身および顔写真）
【応募締切】9月18日（火）必着
【主催】全国いちごサミット in真岡実行委員会
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　いちごサミット推進室 ☎ 83-8141 FAX83-6208
　HP：https://www.city.moka.lg.jp/toppage/　
　　　 soshiki/ichigosummit/index.html

むし暑い日・猛暑日・熱帯夜むし暑い日・猛暑日・熱帯夜
熱中症にご注意を熱中症にご注意を

こんな症状があれば、熱中症を疑いましょう。こんな症状があれば、熱中症を疑いましょう。
軽軽
めまい、立ちくらみ、筋肉痛、手足のしびれ など
　⇒涼しい場所へ避難、水分・塩分補給

中中
頭痛、吐き気、体がだるい、意識がおかしい
　⇒上記同様にし、安静にして十分に休息

重重
意識がない、けいれん、まっすぐに歩けない など
　⇒すぐに救急車を呼び、医療機関を受診

子どもには注意が必要子どもには注意が必要
体温の調節機能が未熟なため、熱中症にかかりやすい
◎顔色や汗のかき方を十分に観察する
◎適度な外遊びで日頃から暑さにならしておく
◎気温に応じて着脱しやすい服装にする
◎絶対に、子どもを車内に置き去りにしない
高齢者は熱中症にかかりやすい高齢者は熱中症にかかりやすい

熱中症患者の半数が高齢者で、室内や夜でも発生しています
◎のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給をする
◎部屋の温度をこまめにチェックし、扇風機やエ
　アコンを上手に使用する
◎無理のない範囲で、散歩やストレッチなどで汗
　をかく習慣をつけておく

ダニダニやや蚊蚊からから身身をを守りましょう守りましょう
　気温が高くなる夏は肌の露出が増えるため、ダニ
や蚊に咬まれたり刺されたりして「感染症」になら
ないようご注意ください。

ダ
ニ
農作業や草刈り、山中での作業（山菜取りや猟銃等）
は、ダニに咬まれるリスクが高いことから、特に高
齢者の方は重症化しやすいので注意をして下さい。

蚊
蚊（ヒトスジシマカ）活発に活動する時期（5月中
旬から 10月下旬頃）は水溜り・下草刈の除去・清
掃等により、発生を抑えることができますので、こ
まめに家の回りをチェックしましょう。

　ジカ熱・デング熱等は、蚊を介して感染します。ウイ
ルスに感染した人の血を吸った蚊が、また他の人の血
を吸うときにウイルスを移し、感染を広げていきます。
　症状としては、発熱や関節の痛み、発疹が出ると
いった症状が１週間ほど続きます。また、ジカ熱は
妊婦が感染すると小頭症などの先天性障害を持った
子どもが生まれたり、デング熱では出血を伴うデン
グ出血熱となり重症化することがあります。
できるだけ肌を露出しないようにし、
虫よけスプレー等で対策をしましょう。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619
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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
「子ども議会の開催・
 もおか子育てガイド
 ブックの発行について」
・もおかインフォ
「いちごチャンネルデータ放送アプリ」
「消費生活センター」
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18:25
22:25

◆わくわく体操　
8月のテーマ
「転倒予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第 29回中村
 夏祭り」

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

◆いちごショート
  ケーキ
「ふれあいの森
 伊勢崎第 5回
 あじさい祭り」
「わしのす
 あじさいの集い」


