
こども医療費受給資格証がこども医療費受給資格証が
変更になります！変更になります！

　平成 31年度から、新たに小学生、中学生になる
お子さんは年齢区分が変更となり、「こども医療費
受給資格証」が新しいものに変わります。
■小学生になるお子さん
平成 24年（2012 年）4月 2日～
　　　　平成 25年（2013 年）4月 1日生まれ
⇒オレンジ色の受給資格証へ変更

■中学生になるお子さん
平成 18年（2006 年）4月 2日～
　　　　平成 19年（2007 年）4月 1日生まれ
⇒クリーム色の受給資格証へ変更
　上記の対象となるお子さんについては、３月下旬
に新しい受給資格証をお送りします。
　平成 31年３月受診分までは、現在お持ちの受給
資格証をお使いいただき、平成 31年４月からは新
しい受給資格証をお使いください。
　記載内容に変更があった場合や、対象の年齢にも
関わらず受給資格証が届かない場合は、下記までお
問い合わせください。
【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係 
　☎ 83-8131 FAX82-2340
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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
【3 月 18日（月）～ 3月 24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

※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
「平成 31 年第 1 回
 市議会定例会報告」
・もおかインフォ
「栃木県議会議員選挙」
「マイナンバーカードを利用した証明書の
コンビニ交付サービス（再放送）」
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◆わくわく体操　
3月のテーマ
「ながら運動」
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◆コットンタイム
「第11回長沼小学
校フェアウェルコ
ンサート」
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◆いちごショート
　ケーキ
「やってみっぺ！
 避難所体験」
「防火パレード」

真岡市選挙管理委員会真岡市選挙管理委員会からのからの
お知らせお知らせ

◆栃木県議会議員選挙
＜告示日＞ 3月 29日（金） ＜投票日＞ 4月 7日（日）
【真岡市で投票できる方】
　平成 13 年 4 月 8 日以前に生まれ、かつ、平成
30年 12月 28日以前に真岡市に転入届をし、引
き続き 3カ月以上住所を有する方
◆真岡市議会議員選挙
＜告示日＞4月14日（日） ＜投票日＞4月21日（日）
【真岡市で投票できる方】
　平成 13年 4月 22 日以前に生まれ、かつ、平成
31 年 1月 13 日以前に真岡市に転入届をし、引
き続き 3カ月以上住所を有する方
平成 30 年 12 月 29 日以降に、栃木県内の他
市町から真岡市へ転入された方
（栃木県議会議員選挙のみ）
　県内の他の市町から真岡市に住所を移し、平成
30 年 12 月 29 日以降に転入届をされた方は、一
般的には、旧住所地の市町で、その市町に属する
選挙区の栃木県議会議員選挙の投票をすることが
できます。ただし、これに該当する方は、真岡市
長が発行する「引き続き栃木県の区域内住所を有
する旨の証明書（無料）」をあらかじめ市民課また
は二宮支所窓口で受け取り、旧住所地の市町の投
票所の受付で提示しなければ、投票することはで
きません。また、期日前投票等を行う場合も同様
です。（この証明書は、県内の他市町でも交付され
ます）詳しくは、下記まで問い合わせください。
【問い合わせ】選挙管理委員会
　☎ 83-8190 FAX83-8082

公有地の拡大の推進に関する法律公有地の拡大の推進に関する法律
に基づく届出面積を緩和しますに基づく届出面積を緩和します
　平成 31年 4月 1日から、公有地の拡大の推進に
関する法律第４条の届出が必要となる土地の面積規
模を、以下のとおり一部緩和します。
市街化区域内で都市計画施設等を含む区域について
　・変更前…150平方メートル以上
　・変更後…200平方メートル以上
なお、手続等についての変更はありません。
【問い合わせ】都市計画課計画係
　☎ 83-8152 FAX83-8879

　2020 年 3月に開催される「全国いちごサミット
in もおか 2020」のプレイベントとして開催します。
いちごのイベントを盛りだくさんに用意しています
ので、ぜひ会場へお越しください。

【とき】3月 17 日（日）
午前9時 30分～午後3時 30分　※雨天決行

【ところ】井頭公園東駐車場（真岡井頭温泉北側）
いちごチャットパレス（井頭温泉チャットパレス）
あぐ里っ娘

【問い合わせ】
全国いちごサミットin真岡実行委員会事務局
　いちごサミット推進室  ☎ 83-8141
　公式HP　http://www.moka-festa.com

■主なイベント■
◆とちぎヤングアグリサミット※県内高校生による
　農業研究発表（いちごチャットパレス）　
◆ダンスコンテスト「ストロベリーCUP!2019」
◆真岡市内スマホラリー（真岡駅・道の駅にのみや・
さだじろう記念館）

◆いちご特別販売、いちご商品大集合　など

■サテライト会場■
◎さだじろう記念館（久保記念観光文化交流館）…
　撮影スポット“ロゴマークでひょっこり映え”、まろに☆
え～る痛車展示、観光物産館“いちごフェア”など

◎真岡木綿会館南側…ハンカチをいちごで染めてみま
せんか！

◎まちのお休み処「もめん茶屋」…「あんみつ」いちご増量
◎まちあるき駐車場…
　天の織姫市臨時開催　10:00 ～ 15:00
　★カラフルテント 40店出店
　★いちごキッズ集まれ（「赤いもの」を身に付けて
　　来場したお子さまに、キャンディプレゼント！）
　★ステージイベント　
◎道の駅にのみや…いちご関連商品特別販売

メイン会場メイン会場
井頭公園東駐車場（真岡井頭温泉北側）

【問い合わせ】スポーツ振興課　
　☎ 84-2811 FAX84-6258
※コース全体図や、その他大会の詳細については、
　ツール・ド・とちぎ実行委員会のホームページ
　をご覧ください。
【ツール・ド・とちぎ実行委員会】　
　http://www.tourdetochigi.com/

第3回第3回ツール・ド・とちぎがツール・ド・とちぎが
開催されます！開催されます！

　「ツール・ド・とちぎ」は、県内全市町を舞台とし
た国際公認のサイクルロードレースです。第 3回と
なる本大会では、大会初日の 3 月 22 日（金）に井頭
公園内でタイムトライアルレースが行われます。
　会場内では多くのイベントも開催されます。どな
たでもお越しいただけますので、ぜひご来場いただ
き国内外の鍛え抜かれたプロレーサーが駆け抜ける
姿を観戦ください。
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第 1ステージ第 1ステージ（個人タイムトライアル）（個人タイムトライアル）

＜一般部門＞
10:00 スタート予定

＜全日本学生ロード
レース･カップ･シリーズ＞
11:00 スタート予定

<ツール・ド・とちぎ>
13:40 スタート

◆会場イベント　午前 9時 30 分～午後 4時
＜イベント内容＞
◎ステージショー◎大型ビジョンパブリックビュー
イング◎物販・PR･ グルメブース出展◎いちごの
無料配布◎ご当地キャラ出演◎クイズラリーなど
◆総合開会式　午後 1時から

北真岡地域ふれあい桜まつり
桜町千本さくらまつり桜町千本さくらまつり
（北真岡駅東側真岡鐵道沿線）

3 月 23日（土）～ 4月 10日（水）　
◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 21:00

4月 7日（日）9:00～山車・神輿渡御・模擬店など

行屋川桜まつり行屋川桜まつり（行屋川水辺公園周辺）
3 月 23日（土）～ 4月 13日（土）
◆ぼんぼり点灯＆ライトアップ 17:30 ～ 21:30
4 月 13日（土） 18:00 ～神輿渡御
4月 14日（日）9:30 ～ 15:00 模擬店・
　　　　抹茶と甘味の無料サービス（先着 100人）

桜町陣屋桜まつり桜町陣屋桜まつり（桜町陣屋跡）
3 月 24日（日）～ 4月 14日（日）
◆ぼんぼり点灯 4/1 ～ 4/14　18:00 ～ 22:00

4月7日（日）11:00～模擬店・ラテン音楽演奏

井頭公園桜まつり井頭公園桜まつり（井頭公園）
3月30日（土）～4月14日（日）10:00 ～ 16:00
抹茶の無料サービス・スタンプラリー・臨時売店出店

根本山桜まつり根本山桜まつり（根本山）
3 月 31日（日）～ 4月 14日（日）
◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00　露店の出店
　※直火 ･ 炭の使用禁止

ナイトブロッサムナイトブロッサム（生涯学習館）
4 月 6日（土）11:00 ～ 21:00
　模擬店・ジャズ演奏・キャンドルサービス

駅前桜まつり・守鐵社祭駅前桜まつり・守鐵社祭（真岡駅東口ほか）
4 月 14日（日）模擬店・お囃子 

熊倉神宮桜まつり熊倉神宮桜まつり（熊倉公園）
4 月 14日（日）～ 4月 21日（日）
4月 21日（日）12:00～16:30 神輿渡御、お囃子など
【問い合わせ】真岡市観光協会 ☎82-2012（FAX兼）
　ホームページ http://www.moka-kankou.org/

真岡真岡のの一万本一万本桜桜まつり
つりつり北北

）

囃子

会場案内図
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メインステージ

総合案内
・パンフレット
配布
・クイズラリー
応募用紙
配布・回収

「2019年度版もおか子育て「2019年度版もおか子育て
ガイドブック」広告募集ガイドブック」広告募集

　子育て世代の生活応援情報誌「2019 年度版もお
か子育てガイドブック」を発行するにあたり、掲載
広告を募集します。
　これは、真岡市が㈱サイネックスと官民協働で発
行するもので、同社が広告収入により編集・印刷製
本を行います。そのため、同社が3月から広告募集
のため市内事業所等を訪問しますので、ご協力をお
願いします。なお、訪問時に広告料を
請求することはありません。
【発行予定】平成 31年 6月
【問い合わせ】
■広告募集に関すること
　㈱サイネックス栃木支店☎ 028-632-9711
■「もおか子育てガイドブック」に関すること
　子育て支援センター☎ 84-1545（FAX兼）

ご協

9711

3 月 16 日（土）は終日3月 16 日（土）は終日
自動交付機が使用できません自動交付機が使用できません

【問い合わせ】 市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514 

　市民課前（市役所東玄関内）にある印鑑登録証明書
等の自動交付機のメンテナンスを行うため、3月 16
日（土）は終日使用できません。ご不便をお掛けします。
※3月17日（日）は、ご利用いただけます。


