
農業者年金農業者年金にに加入加入しませんかしませんか
～今、女性の新規加入者が増えています～～今、女性の新規加入者が増えています～
　農業者年金は、下記①～③の条件を満たす方であ
ればどなたでも加入できます。
【条件】①国民年金の第1号被保険者 ②年間 60日以
上農業に従事する方 ③ 20歳以上 60歳未満の方

　※国民年金の納付免除者は除く
【保険料】月額 2万円～ 6万 7千円、千円単位で選
択可能。加入後の見直しもできます。

【その他】納めた保険料は、家族の分も含めて全額
が社会保険料控除の対象となります。詳しくは下
記へお問い合わせください。

【問い合わせ】農業委員会事務局農政係
　☎ 83-8742 FAX83-0199
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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
【11 月 5日（月）～ 11月 11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

◆小学校運動会
長沼小学校 11/6　8:00 ～、11/10　  8:00 ～
物部小学校 11/7　8:00 ～、11/10　15:00 ～

※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）

マイナンバーカード地域団体へのマイナンバーカード地域団体への
出張申請・交付サービス出張申請・交付サービス
　自治会や老人会、趣味のサークルなど市内在住者の
団体（10人以上の団体）へ職員が出向いて、無料の
写真撮影とオンライン申請補助、その後のカード交付
までを行うサービスを始めました。一度も市役所に出
向かなくてもマイナンバーカードが取得できます。

カード申請交付の流れカード申請交付の流れ
【１、事前準備】　※団体代表者の方
①出張申請サービスの希望日の予約
　※代表者の方は、市民課窓口にて申込書と配布資
　　料を受け取りに来てください
②カード申請希望者の取りまとめ
　・カード申請希望者を取りまとめ、申込み用紙を
　　事前に市民課へ提出
　・申込み者へ出張申請・交付の際に必要な書類等
　　の資料を配布
【2、申請】　（30分～ 1時間程度）
①手続きの説明（10分程度）②暗証番号設定依頼
書記入③写真撮影・オンライン申請補助
【3、交付】（30分程度）
カード申請者は、本人確認書類と通知カードを持参
※通知カードを紛失した場合でも交付は可能です。
①受取通知 (はがき )、本人確認書類（原本）の確認
②通知カード返納③マイナンバーカードの交付
【注意】申請日は、出来る限り希望日で対応可能で
すが、交付日については、申請月の 2か月後の第 2
日曜日に限定となります。交付サービスで受け取れ
なかった場合は、市民課窓口での交付となります。
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514

真岡市国民健康保険真岡市国民健康保険
運営協議会委員運営協議会委員をを募集募集

　市では、国民健康保険事業の運営の適正を図り、
事業が円滑に行われるよう真岡市国民健康保険運営
協議会を設置しています。
　この協議会は、国民健康保険の運営に関する重要
事項を審議する機関です。
【応募条件】①～④の条件を満たす方　2人
　①真岡市国民健康保険の被保険者
　②本市に引き続き１年以上住所を有し、国民健康
　　保険への関心の高い方
　③満 20歳以上の方
　④平日昼間の会議に出席できる方
【任期】3年
　（平成 31年 1月 1日～平成 33年 12月 31日）
【応募方法】「応募理由」を 400 字程度にまとめて、
　住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入
　した書類（自由様式）を、国保年金課に持参、ま
　たは郵送、Ｅメールにて提出してください。
【応募期限】11月 22日（木）必着
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　国保年金課国民健康保険係 ☎ 83-8123 
　FAX83-6205 Eﾒｰﾙ:kokuhonenkin@city.moka.lg.jp

普段普段からからかかりつけ医かかりつけ医ををもちましょうもちましょう
　平成 29 年度の救急車出動件数は、芳賀管内で
6,578 件、その内真岡市管内では 3,785 件となり、
真岡市民の約20人に1人が利用したことになり、平
均すると1日あたり10件以上の出動をしています。
　本当に救急車を必要とする方が利用できなくなる
恐れがあるため、安易に救急車の出動要請をしない
ようお願いします。
　そのためには普段から、かかりつけ医の先生を持
ち、できるだけ早めの受診を心がけてください。
　もしも、休日や夜間に具合が悪くなった場合は、
芳賀郡市急患センターをご利用ください。
【芳賀郡市急患センター】
＜日曜・祝日・年末年始の診察時間＞
昼間　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
夜間　18:00 ～ 21:00
＜月曜～土曜日の診察時間＞
夜間　18:30 ～ 21:30
（終了時間の30分前までには受付を済ませてください）
　急患センターで対応できない場合は、二次救急と
して、病院に紹介状を書きますので、紹介状を持っ
て、受診してください。二次救急や三次救急は紹介
状が無いと受診できない場合があります。
二次救急…緊急に入院治療の必要なもの
　　　　　例：芳賀赤十字病院等
三次救急…特に高度で専門的な緊急治療を要するもの
　　　　　例：自治医科大病院・獨協医科大病院等
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

HIVエイズ夜間検査HIVエイズ夜間検査をを実施実施
【とき】12月 4日（火）午後5時30分～7時30分
【ところ】栃木県県東健康福祉センター　　　　
　真岡市荒町 116-1（栃木県庁芳賀庁舎 1階）
【内容】HIV（エイズウイルス）即日検査
【費用】無料
【申し込み】予約不要、当日直接お越しください。
【その他】正しい検査のためには、感染の機会から
12週間以上経過していることが必要です。また、
梅毒の同時検査も受け付けます。

◆その他の保健所実施検査◆
　①エイズ・梅毒・性器クラミジア・淋菌検査・肝
　炎ウイルス検査（予約不要）

　　⇒毎週火曜日　午前 9時～ 10時
　②風しん抗体検査（要予約）
　　⇒毎週火曜日　午前 11時～正午
【問い合わせ】栃木県県東健康福祉センター
　健康対策課感染症予防 ☎ 82-3323
　健康増進課健康支援係 ☎81-6946 FAX83-8619

有料広告掲載有料広告掲載をを募集募集しますします
　年間約 16 万部配布している「水道検針票」（使
用水量・料金等のお知らせ）の裏面スペースに掲載
する有料広告を募集します。申請書等は市ホーム
ページをご確認ください。
【掲載期間】平成 31年 4月から 1年間
【広告サイズ】約 7.0 ㎝× 13.5 ㎝以内
【広告料金】税込 30万円（全面掲載のみ）
　※分割掲載は全面掲載応募がない場合のみ対応
【募集期限】12月14日（金）※応募者多数の場合は抽選
【申し込み・問い合わせ】水道課庶務係
　☎ 83-8167 FAX 84-7512

公募型樹木伐採公募型樹木伐採のの募集募集
　栃木県では、河川内に繁茂している樹木について、
民間と協働した樹木伐採を実施していきます。
　そこで、個人・団体問わず、本人が伐採し、持ち
帰っていただける方を募集いたします。（無償）
　詳細については、栃木県ホームページまたは各土
木事務所ホームページをご覧いただき、所定の様式
に必要事項を記入の上、応募してください。
【募集期間】11月 1日（木）～ 16日（金）
【費用】無償
【問い合わせ】栃木県河川課 ☎ 028-623-2444
　栃木県真岡土木事務所 ☎ 83-8304
　ホームページhttp://www.pref.tochigi.lg.jp/h06/
　koubobassai_kasennka.html

猫猫にに関関するする苦情苦情がが増増えていますえています
　　「猫のふんやおしっこで庭が荒らされて困ってい「猫のふんやおしっこで庭が荒らされて困ってい
る」「無責任なエサやりでのら猫が増えて迷惑してる」「無責任なエサやりでのら猫が増えて迷惑して
いる」など、猫に関する相談が増えています。猫のいる」など、猫に関する相談が増えています。猫の
飼い方についてもう一度考えましょう。飼い方についてもう一度考えましょう。
■猫の飼い主さまへ
①室内飼育をしましょう
②名札などで身元を表示しましょう
③不妊・去勢手術をしましょう

のら猫にエサだけを無責任にのら猫にエサだけを無責任に
あげるのはやめましょう！あげるのはやめましょう！

　かわいそうだからといって、ただエサを与えてい　かわいそうだからといって、ただエサを与えてい
るだけでは、さらにのら猫を増やすだけです。飼うるだけでは、さらにのら猫を増やすだけです。飼う
なら、近所迷惑にならないよう、責任を持って正しなら、近所迷惑にならないよう、責任を持って正し
く飼いましょう。く飼いましょう。
【問い合わせ】環境課環境保全係 ☎ 83-8125
　栃木県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458

メス犬メス猫のメス犬メス猫の
避妊手術補助金制度

【補助の条件】
・飼主が真岡市内に住所があること
・メス犬およびメス猫であること（販売目的は非該当）
・犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録と毎年１回
　の狂犬病予防注射が済んでいること
・芳賀郡内に開業する獣医師の手術を受けること
・市税等を完納していること（世帯全員）
【補助金額】◎犬一頭につき 5,000 円
　　　　　 ◎猫一匹につき 3,500 円
【手続き】手術後 30 日以内に申請書兼請求書を環
境課へ提出してください。申請書兼請求書はホー
ムページからもダウンロードできます。また、郡
内の動物病院にもあります。

【申し込み・問い合わせ】環境課環境保全係
　☎ 83-8125 FAX83-5896

避避避避避避避避避避避避 度度度度度度度度度度度度

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●一般事務補助　4人
【勤務期間】① 11月～平成 31 年 3 月 31 日…3人
　② 12月 3日～平成 31 年 3 月 31 日…1人
　①、②ともに 14日間を試用期間とします。
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時（休憩 60分）
【応募条件】普通自動車免許所有の方（AT車限定可）、
　パソコン操作（ワード・エクセル）の基本操作が
できる方

【賃金】日額 6,450 円　【選考】面接（随時）
【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
【申し込み】市販の履歴書および職務経歴書に所要事
項を記入し、事前に連絡の上、下記へ本人が直接
申し込みください。【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

真岡市縁組センター主催真岡市縁組センター主催

婚活セミナー&パーティー婚活セミナー&パーティー
ほっとな真岡でステキな出会いをみつけませんかほっとな真岡でステキな出会いをみつけませんか

もて♥コミュニケーション講座もて♥コミュニケーション講座
　吉本興業の芸人「相席スタート」
さんによる恋愛コミュニケーション
講座とパーティーを実施します。
他の芸人さんのサポートもあります。
【とき】12月 16日（日）午後 4時～ 8時
【ところ】フォーシーズン静風（真岡市台町11番地8）
【対象】25歳以上 50歳までの独身男女　各 20人
　※男性は市内在住または勤務の方、女性の制限は
　　ありません。
【参加料】男性女性ともに 3,000 円（当日集金）
　※ビュッフェ・飲み物代
【申込期限】11月 19日（月）※当日消印有効

6:00
8:00
10:00
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
「真岡市男女共同参画社会づくり講演会について」
・もおかインフォ
「児童虐待防止推進月間」「自衛官の募集」

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操
11月のテーマ
「ウォーキング」

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

◆いちごショートケーキ
「真岡ライオンズカップ
第 51回真岡市中学生ソ
フトテニス大会」
「さくら・さくらんぼ祭り」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第 22回真岡市わたの花趣味クラブ発表会 
 《午前の部》」

≪11月≫  ≪11 月≫  献血にご協力を献血にご協力を
と　き と　こ　ろ

27日
（火）

 9:00 ～ 9:50 真岡税務署
15:45～16:30 足利銀行 真岡支店

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

所定の参加申込書が必要です。詳しくは、下記へ問
い合わせ、または、市ホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】〒 321-4325
　真岡市田町 14番地 4 真岡市縁組センター事務局
　出会い結婚サポートセンター ☎83-1234 FAX84-1545


