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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
【9 月 3日（月）～ 9月 9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

小・中学部体験学習を開催します小・中学部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】10月2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】次年度、本校への転入学を考えているお子
さまおよび保護者（7月の体験学習未参加の方）、
小・中学校等の教職員、関係機関職員

【内容】小・中学部概要説明、授業見学・授業体験、
校舎内見学、教育相談（原則として全員）

【持ち物】上履き
【申し込み期間】9月 10日（月）～ 20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

～下水道のこと、もっと身近に知ってください～～下水道のこと、もっと身近に知ってください～

『下水道週間』『下水道週間』
9 月 3 日（月）～ 7 日（金）9 月 3 日（月）～ 7 日（金）
◆水処理センターの見学会（一般公開）◆

　職員が施設をご案内します。
　※事前に水処理センターへご連絡ください。
【時間】午前 10時、午後 2時
【ところ】真岡市水処理センター（八木岡 1309 番地）
　☎ 82-7313　FAX82-7741
◆下水道に関することについてお答えします◆

【時間】午前 9時～午後 5時
【ところ】下水道課（上下水道棟２階）
【問い合わせ】下水道課業務係
　☎ 83-8160 FAX83-8142

9/1～9/10は屋外広告物適正化旬間9/1～9/10は屋外広告物適正化旬間
広告物広告物をを表示表示するにはするには許可許可がが必要必要ですです
　広告物を表示するには一部の適用除外を除き、あ
らかじめ市の許可を受ける必要があります。良好な
景観の形成と広告物による事故防止のため、広告物
の適正な表示および管理をお願いします。
　詳しくは下記へ問い合わせください。
【問い合わせ】都市計画課計画係 ☎83-8152 FAX 83-8879

　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
　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

10月7 日（日）
午前9時 50分～ 11時40分
赤線のコースの一部を規制します。

第 35回 真岡井頭マラソン大会に伴う第 35回 真岡井頭マラソン大会に伴う
交通規制交通規制ににご協力くださいご協力ください

【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258

9月9月でで国民年金保険料国民年金保険料のの
5年後納制度5年後納制度がが終了終了しますします
　国民年金保険料については、過去 5年間に納め
忘れた保険料を納付することができる『後納制度』
が期限付きで実施されています。この制度は、保険
料の納付機会の拡大を図るとともに、無年金・低年
金を防止することを目的としていますが、平成 30
年 9月 30日を持ってその納付期間が終了します。
　後納可能な未納期間がある方には、平成 30年 7
月から 8月にかけて年金事務所からお知らせが送
付されておりますので、ご確認ください。
※納付期限が近づくと年金事務所からの納付書発送
　が間に合わなくなる可能性があります。その際は
　年金事務所に直接お申し込み下さい。
【問い合わせ】ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004
　宇都宮東年金事務所　☎ 028-683-3211
　国保年金課国民年金係　☎ 83-8593
　二宮支所福祉国保窓口係　☎ 74-5004
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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
「自然災害に対する備え」
・もおかインフォ
「西日本豪雨災害義援金」
「住宅や塀の大震災へ
 の備え」
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◆いちごショート
  ケーキ
「96 サマーフェ 
 スティバル」
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◆わくわく体操　
　9月のテーマ
「シューズの選び方と
 タオル体操」

13:00
20:00

◆コットン
　タイム
「真岡の夏まつり
 荒神祭【3日目】」

9月15日・16日・17日9月15日・16日・17日
キューロク感謝デーキューロク感謝デー

　キューロク感謝デーとして、多くの子どもたちに
楽しんでもらえるイベントを開催します。
【とき】9月 15 日（土）、16 日（日）、17 日（月）
　午前 10時～午後 6時
【ところ】ＳＬキューロク館

車掌車連結走行車掌車連結走行
【開催時間】① 10:30 ② 12:00 ③ 14:30（1日 3回）
【参加料】小学生以下：無料、中学生以上：300円

キューロク機関士助手席体験キューロク機関士助手席体験
【受付時間】① 10:00 ② 11:30 ③ 14:00
　( 参加者多数の場合は、抽選で決定 )
　助手席乗車人数：親子 3人まで　【参加料】無料

その他その他
◆運転席・助手席に座っての記念撮影（10:00～16:00）
◆キューロク・Ｄ 51の同時走行
◆缶バッチのプレゼント（数量限定）
◆情報センターでの催し物
　ミニSLの運行、シアタードーム
　プラレール「トーマスとなかまたち」 など
◆フリーマーケット〔出展者募集中、参加費 500 円〕
◆模擬店（クレープ、かき氷 など）
【問い合わせ】SLキューロク館 ☎83-9600 （FAX兼）

【とき】11月 18日（日）　※雨天決行
　スタート：午前 9時 30分
【コース】真岡市総合運動公園多目的広場を発着および
中継所とする周回コース :６区間、総距離17㎞
　1区・3区・5区：3.07km
　2区・4区：2.44km　6区：2.91km
【部門】①中学生男子の部 ②一般の部 ③女子の部
【参加料】5,000 円（中学生チームは除く）
　※参加料は監督者会議時に納入してください。
【申込方法】10月 26日（金）までに参加申込書（総
　合体育館に用意）を記入の上、下記へ持参または
　FAXで申し込みください。
　※参加条件等詳細については、下記までお問い合
　　わせください。
【問い合わせ】真岡市総合体育館内体育協会事務局
　☎84-2811 FAX84-6258（平日8:30～17:00）

第49回真岡市駅伝競走大会第49回真岡市駅伝競走大会
参加チーム募集参加チーム募集

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レント（胸部レント
ゲン検診）ゲン検診）をを受診しましょう！受診しましょう！
【対象】40歳以上の方（昭和54年4月1日以前生まれ）
　で、年 1回の胸部レントゲン検診を受けていない方
　※次の方は対象から除きます。
①妊娠中やその可能性がある方②生活習慣病健診
で肺がん検診を受診または受診予定の方③勤務
先・医療機関で受診または受診予定の方

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよい
　日時・会場で受診してください。
【下表以外の実施日】詳しい時間と場所は、Weekly 
News もおかと回覧板で後日お知らせします。

【受診料】100円（かくたん検査希望の方 は200円加算）
【検診結果】個別に通知

と　き ところ

9/26
（水）

9:00‐   9:15 長沼小学校
9:35‐   9:50 清水商店南側薬師堂（上江連）
10:10‐10:30 鷲巣公民館
10:50‐11:05 大道泉公民館
11:25‐11:45 堀込公民館
13:00‐13:15 古山公民館
13:35‐13:55 長島公民館
14:15‐14:45 どんとこい広場

9/27
（木）

 9:00‐     9:20 石川酒店（中）
　9:40‐  9:55 粕田寺分公民館
10:15‐10:35 大沼公民館
10:55‐11:15 中村保育所 
11:30‐12:00 長田公民館
13:15‐13:30 柳林公民館
13:50‐14:25 コジマNEW真岡店第3駐車場
14:45‐15:10 並木町公民館

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

≪9月≫ ≪9月≫ ～～献血にご協力を～献血にご協力を～
と　き と　こ　ろ

3日（月）12:30 ～ 17:30 真岡市役所（庁舎東側駐車場）

5日（水）
10:00 ～ 11:30 真岡警察署
13:00 ～ 14:40 真岡病院
15:30 ～ 16:30 真岡信用組合　本店

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

防災行政無線が防災行政無線が
聞き取りづらいときは聞き取りづらいときは

テレドームをご利用くださいテレドームをご利用ください
　地形や気象条件、気密性の高い住宅の増加により、
防災行政無線が聞き取りづらいことがあります。防
災行政無線が聞こえづらい場合や、聞き逃してしま
った際は、テレドームをご利用ください。
火災以外の防災行政無線情報は、☎0180-992-525
火災等の情報は、☎ 0180-992-118
　※通話料がかかります。
【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 

9 月9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
1日（土）、15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

2日（日）、16日（日）
午前11時～
29日（土）午後2時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

6日（木）、20日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

13日（木）、27日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

【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

【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）
　※ 29日（土）の「うたごえ喫茶」は、会場が市民
　　“いちご”ホール（市民会館）小ホールになります。


