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

尊徳夏まつり尊徳夏まつり今年も夜空に咲かせます、大輪の華 !  !
【とき】8 月 25 日（土）※荒天の場合は8月26日（日）以降順延
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園鬼怒川河川敷緑地公園（砂ケ原橋下左岸側）

郷土芸能大会 午後4時30分～5時50分
ふれあい広場

（模擬店･お楽しみ抽選会）
午後 5時～

オープニングセレモニー 午後6時～ 6時 20分
納涼盆踊り大会 午後6時30分～7時20分

大花火大会 午後7時30分～8時30分

【問い合わせ】（大会前日・当日連絡先）尊徳夏まつり実行委員会　☎ 74-4666　
　（その他の連絡先）観光協会　☎ 82-2012　※詳細は 8/24 真岡新聞紙面でお知らせします。 

N

【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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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

農薬は正しく使いましょう農薬は正しく使いましょう
　農薬の使用機会が多い 6月～ 8月までの３カ月
間は栃木県農薬危害防止運動の期間です。
　農薬の適正使用と管理徹底に心がけ、農薬による
事故等の発生を予防しましょう。

適正使用・管理の徹底適正使用・管理の徹底
・農薬の使用に当たっては、ラベル等で登録農薬であ
ることを確認した上で、使用基準を遵守しましょう。
・農薬や希釈液等をペットボトルやガラス瓶などの飲
食品の空容器等へ移し替えないようにしましょう。

周辺環境への配慮周辺環境への配慮
・住宅地等に近接する農地で農薬を散布
  する場合は、周辺住民へ事前に周知し、
  飛散防止の対策を徹底しましょう。
【問い合わせ】農政課農政係
　☎ 83-8137 FAX83-6208
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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！

9 月の集団健診9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
6 日（木）、7（金） 二宮コミュニティセンター
20日（木）、21日（金）、
28日（金） 総合福祉保健センター

【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

6 日（木） 二宮コミュニティセンター
12日（水）、27日（木） 総合福祉保健センター
【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

真岡市嘱託職員真岡市嘱託職員をを募集募集
●保健師　1人
【勤務場所】こども家庭課
【応募条件】次の全てに当てはまる方
　①保健師の資格を有する方 
　②普通自動車免許をお持ちの方（AT限定可） 　
　③パソコン操作（ワード・エクセル）のできる方
【勤務期間】10月 1日～平成 31年 3月 31日
　※試用期間 14日間
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【賃金】月額 245,000 円　（保健師業務を 3年以上
経験している場合は、月額 253,600 円）

【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
【応募方法】9月 3日（月）までに、市販の履歴書
に所要事項を記入し、事前に連絡の上、資格証を
添えて下記へ本人が直接提出

【選考方法】
　1次選考：申し込み時の面接および書類選考
　2次選考：1次選考の合格者を対象に9月14日（金）
　　　　に個人面接試験を行います。

【受付時間】午前 9時～午後 5時
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　総務部総務課人事給与係 ☎83-8099 FAX82-1065
　Eメール :soumu@city.moka.lg.jp 山地災害にご注意ください！山地災害にご注意ください！

　急な豪雨や台風の上陸等により、山地崩壊や地す
べりなどの山地災害が懸念される季節となりました。
　事前に避難経路や避難場所を確認し、
危険を感じたらすぐに避難しましょう。
　山地災害等に関してお気づきの点が
ありましたら、下記へご連絡ください。
【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208
　栃木県県東環境森林事務所森づくり課 ☎81-9005

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

市政こよみ 8月号お詫びと訂正市政こよみ 8月号お詫びと訂正
8月の民話の会「花もめん」口演予定について
　市政こよみ 8月号に開催予定を 8 月 17 日（金）
13:30 ～と掲載しましたが、正しくは 24 日（金）
13:30 ～でした。お詫びして訂正いたします。

9 月9 月のの情報センター講座情報センター講座
①初級パソコン講座
【とき】6日（木）、7日（金）午前 10時～正午
【対象】初歩的な文字入力・マウス操作ができる方
【内容】文字入力、ファイルの保存、ウィンドウ操作など
　※Windows8 使用予定
②タブレット入門講座
【とき】9日（日）午後 2時～ 5時
【対象】タブレットを使用したことがない方
【内容】タブレットの起動、終了方法などの基本操作
＜①、②共通事項＞
【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【定員】各回先着 10人　【受講料】無料
【申し込み】8/24（金）10:00から電話受付

【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎ 83-8881 FAX83-8882（火曜日休）

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします
　計量法の規定に基づき、水道メーターの交換を行います。
【期間】8月 21日（火）～ 9月 6日（木）
【対象】該当するお客さまには、個別に登録されて    
いる住所へ通知します。

【その他】なお、交換は市指定給水装置工事事業者が、   
該当となるお宅に直接伺います。
※費用は無料です。水道メーターの交換中は、
　約 10分間程度水道が使えなくなります。
※留守の場合でも交換することがあります
　のでご了承ください。
●メーター交換は無料です。交換業者を
　装った悪質な訪問販売にはご注意ください。
●交換業者は、市で発行した証明証を提示します。
●交換および検針に支障をきたしますので、メーター
　ボックスの上に物を置いたり、近くに犬などをつ
　ながないようお願いします。
【問い合わせ】水道課庶務係 ☎83-8167 FAX84-7512

中は、
。
す

い。

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 20日（月）～ 8月 26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）
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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
「新庁舎建設事業
 について」
・もおかインフォ
「キューロクサマーフェスティバル」
「コラボーレもおか」

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
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
「真岡の夏まつり
 荒神祭【1 日目】」

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

◆いちごショート
  ケーキ
「第1回真岡市ダンス
スポーツ競技大会」
「高田まち」


