
求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー巡回相談会＆巡回セミナー
①とちぎジョブモール巡回セミナー
【とき】11月 15日（木）午前 10時 30分～正午
【内容】面接の受け方とメンタルトレーニング
【講師】ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会
【とき】11月 15日（木）午後 1時～ 4時
【内容】キャリアカウンセリング、適正職業診断、
履歴書の書き方、面接の受け方のアドバイス
③とちぎ生涯現役シニア応援センター
　   ぷらっと巡回相談会
【とき】11月 15日（木）午後 1時～ 4時
【内容】セカンドライフや生涯学習に関するアドバイス、
ボランティアや就労などの社会参加活動のアドバイス

共通事項共通事項
【ところ】真岡商工会議所　【参加料】無料
【申し込み】11月 13日（火）午後 5時までに下記
へ電話申し込み

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

もおか
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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
【10 月 29日（月）～ 11月 4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。
【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

6:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆JUMP UP もおか
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「全国いちごサミット
 について」
・もおかインフォ
「これから流行する感染症の対策」
「図書館の活動」

6:25
12:25
16:25
18:25
22:25 

◆わくわく体操　
10月のテーマ
「腰痛予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第 27回芳賀コー
ラスのつどい」

6:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
  ケーキ
「東光寺区敬老会」
「SL列車感動体験
遠足」

◆小学校運動会
山前小学校 10/30　8:00 ～、11/3　  8:00 ～
西田井小学校 10/31　8:00 ～、11/3　15:00 ～
中村小学校 11/1  　8:00 ～、11/4　  8:00 ～
長田小学校 11/2  　8:00 ～、11/4　15:00 ～

　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

【問い合わせ】
◆市県民税：税務課市民税係 ☎83-8113 FAX82-1066
◆国民健康保険税・後期高齢者医療保険料：
　国保年金課保険税係 ☎ 83-8594 FAX83-6205
◆介護保険料：いきいき高齢課介護保険係
　☎ 83-8094 FAX83-8554
◆納付・口座振替について：納税課収納管理係
　☎ 83-8115 FAX83-6205

市税等納期限（10 月）市税等納期限（10 月）
◎市県民税（第 3期）
◎国民健康保険税（第 4期）
◎後期高齢者医療保険料（第 4期）
◎介護保険料（第 4期）
【納期限】10月31日（水）※口座振替10月31日（水）

　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。
≪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
5 日（月）、12日（月）、
13日（火）、16日（金）、
26日（月）、28日（水）

総合福祉保健センター

22（木） 二宮コミュニティセンター

≪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

26 日（月） 二宮コミュニティセンター
※詳細は、市のホームページをご覧ください。
【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

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！

11 月の集団健診11 月の集団健診

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 13日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 13日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※11/2（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

13日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

6、13、20、27日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  6日（火）  9:30 ～11:30
【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 11 月の各種相談日

～忘れてない？ サイフにスマホに火の確認～～忘れてない？ サイフにスマホに火の確認～
11/9（金）～ 11/15（木）11/9（金）～ 11/15（木）
秋の全国火災予防運動秋の全国火災予防運動

　これからの季節は空気が乾燥し火災が発生しやすく
なりますので火の取り扱いには十分注意しましょう。
また、住宅では火を使う場所だけではなく、建物の周
辺にも燃えやすいものは置かないようにしましょう。
さらに、火災による逃げ遅れをしないよう、住宅用火
災警報器を設置しましょう。
　消火器や住宅用火災警報器の悪質な訪問販売が発
生していますので、十分にご注意ください。
　火災予防運動期間中、午前 8時と午後 7時にサ
イレンを鳴らします。
（吹鳴方法：７秒吹鳴・３秒休止を２回繰り返し）
【問い合わせ】真岡消防署 ☎ 82-3161

平成 31年度採用平成 31年度採用
社会福祉協議会職員募集社会福祉協議会職員募集
●事務職員：1人 
　社会福祉協議会に勤務、一般事務等の仕事
【勤務場所】事務局、法人が運営する事業所
【応募条件】平成元年4月2日以降に生まれた方で、社
会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、社会福
祉主事任用資格を有する方、または取得見込みの方

【試験日】作文試験：11月 11日（日）
　　　　 面接：11月 24日（土）
【選考方法】書類選考、作文試験、適性検査、面接試験等
【出願期間】10月1日（月）～31日（水）（土・日・祝日を除く）
【申し込み】採用試験申込書、履歴書、資格証明書
等を添えて、下記まで本人が直接提出してくださ
い。（受付時間午前 9時～午後５時）

　詳細は下記までお問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moka-shakyo.jp

生垣づくり補助事業生垣づくり補助事業
　生垣は、身近に触れる緑として、生活に潤いをも
たらし、空気の浄化や延焼防止の効果などがありま
す。市では、緑豊かな潤いと安らぎのあるまちづく
りを進めるために、費用の一部を助成しています。
【補助対象】　
①住宅や事業所等の敷地内に生垣を植栽する
②生垣総延長 5ｍ以上かつ一般通行用道路に 3ｍ
以上面している

③樹木の高さは、50 ㎝以上あり、1ｍ当り 2本以
上植栽する

【補助金額】１ｍ当り 3,000 円（上限 60,000 円）
　※生垣を植栽する前に下記へ申請が必要です。
【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎ 83-8724 FAX83-8879

真岡市立小学校の真岡市立小学校の
非常勤職員非常勤職員（教員補助者）（教員補助者）募集募集
●非常勤職員：1人 
【応募条件】◎小学校または中学校の教員免許を有
する方◎市内小学校に通勤可能な方

【雇用期間】平成 30年 12 月 3日（月）～平成 31
年 3月 22日（金）（冬休みの勤務は無し）

【賃金】日額 8,000 円（6時間勤務）勤務校により
始業・終業時間が異なる場合があります

【手当等】通勤手当・健康保険・雇用保険加入
【応募方法】市販の履歴書（教員免許の写しを添付）
に所要事項を記入し、11 月 16 日（金）までに
下記へ持参または郵送してください。

【その他】面接試験あり、申し込み後に面接日をお
知らせします。

　 ※応募がない場合は随時受付し、決定次第締め
切ります。

【申し込み・問い合わせ】学校教育課総務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080 

   11月 11月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ

7日（水）午前10時～11時 青年女性会館
【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判 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

第49回真岡市駅伝競走大会第49回真岡市駅伝競走大会
交通規制にご協力ください交通規制にご協力ください
【日時】11月 18日（日）
　交通規制時間帯　午前 9時 30分～正午

この区間の道路は、車両は進行方向矢印の片側
通行となります。迂回にご協力ください。大型
車両は通り抜けできません。
ランナーが走行しますので、ご注意ください。
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市外在住の方は申し込みが必要です
【対象】真岡市出身（旧二宮町含む）で平成
30 年 9 月 30 日までに転出手続きをし
た方のうち、平成 31年 1月 13日（日）
の真岡市成人式〔会場：市民“いちご”
ホール（市民会館）〕に参加希望の方（平
成10年4月2日～平成11年4月1日生まれの方）

【申し込み】11月 30日（金）までに、氏名、生年月日、
案内状の送付先住所、世帯主、電話番号、出身中学
校を下記へご連絡ください。（Eメール申し込み可）

【その他】10 月 1 日現在で真岡市に住民登録して
いる方には、11月上旬頃に案内状を送付します。
案内状が届かない場合はご連絡ください。

真岡市成人式真岡市成人式に参加される方へに参加される方へ

【申し込み・問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町1201
　生涯学習課 ☎82-7151 FAX 83-4070（日曜･祝日休）
　Eメール： gakusyuu@city.moka.lg.jp

※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）

特殊車両の通行に関する特殊車両の通行に関する
指導取締りが強化されます指導取締りが強化されます
　本年 9月 8日に千葉市において、鉄くずを積載
した道路法違反の疑いのある特殊車両が交差点を左
折する際に横転し、乗用車に乗車中の 3名が死亡
する重大な事故が発生しました。これを受けて、国
土交通省および関係機関により事故の再発を防止す
るため指導取締りを強化することとなりました。
　運送業者や荷主の方は道路法、車両制限令を遵守
した適正な運行に努めてください。
【問い合わせ】建設課管理係 ☎ 83-8147
　FAX83-6240 E ﾒｰﾙ：kensetsu@city.moka.lg.jp

【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎84-2811 FAX84-6258


