
【対象】市内在住の 70歳以上の方
　　※昭和 24年 4月 30日以前生まれの方
【交付枚数】申請月から月１枚の割合(年12枚まで)
【申請に必要なもの】印鑑、申請書(送付されたはがき)
【温泉券交付専用窓口】
◆設置期間：3月 28日（木）～ 4月 15日（月）
　(土曜・日曜は除く )
◆受付時間：午前９時～午後 5時
◆設置場所：市役所本庁舎一階会議室

二宮支所での交付二宮支所での交付
　4月 2日（火）から交付します。
◆ 5月以降に 70歳を迎える方
　70歳の誕生月になりましたら、いきいき高齢課
または二宮支所へ申請してください。

出張交付の日程・会場出張交付の日程・会場
【受付時間】午前 9時～正午、午後 1時～ 4時　

と　き と　こ　ろ

3月
25日（月） 中村農村環境改善センター
26日（火） 大内農業構造改善センター
27日（水） 山前農村環境改善センター

4月   8日（月） 二宮コミュニティセンター
10日（水） 市役所本庁舎一階会議室

※各地区の指定日に都合がつかない方は、温泉券交
　付専用窓口で交付します。
※ 4月 16日（火）以降は、いきいき高齢課高齢者
　福祉係で交付します。
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

高齢者温泉招待券高齢者温泉招待券のの受付受付をを
専用窓口で3/28から開始専用窓口で3/28から開始

広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。https://www.city.moka.lg.jp/
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急患診療所

「芳賀地区救急医療センター（急患センター）」の終了および「芳賀地区救急医療センター（急患センター）」の終了および
「真岡市休日夜間急患診療所」の開院のお知らせ「真岡市休日夜間急患診療所」の開院のお知らせ

　現在、芳賀地区広域行政事務組合が運営している「芳賀
地区救急医療センター（急患センター）」が平成31年 3月
31日をもって終了となり、その運営を引き継ぐ施設として
平成31年 4月 1日に、芳賀赤十字病院（新病院）敷地内
に「真岡市休日夜間急患診療所」が開院します。今までど
おり、芳賀広域圏の住民の皆さまにもご利用いただけます。
【所在地】真岡市中郷227番地1（芳賀赤十字病院 新病院敷地内）
【電話番号】82-9910
【診療科目】小児科、内科
【診療時間】休日昼間（日曜、祝日、12/29 ～ 1/3）
　　　　　　　…9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
　　　　　  休日夜間 …18:00 ～ 21:00
　　　　　  平日夜間（月曜日～土曜日）…18:30 ～ 21:30
　※受付終了時間は、診療待ちの患者数にもよりますが、
　　概ね診療終了時間の 30分前になります。
　※芳賀赤十字病院の駐車場をご利用ください。（有料）

急患センター廃止に伴い急患センター廃止に伴い3月30日（土）・31日（日）休診3月30日（土）・31日（日）休診
　休診中は下記の病院が対応します。受診が必要な場合は
ご利用ください。
　3月30日（土）18:30 ～ 21:30　福田記念病院（真岡市並木町 3-10-6）☎ 84-1171
　3月31日（日）9:00～12:00、13:00～17:00、18:00～21:00 真岡病院（真岡市荒町3-45-16）☎ 84-6311
【問い合わせ】健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946 FAX83-8619
　芳賀地区広域行政事務組合 ☎ 82-9151 FAX82-9152　芳賀地区救急医療センター ☎ 82-9910

4-6311

真岡市議会議場コンサート真岡市議会議場コンサート
出演者募集出演者募集

　真岡市議会では、6月定例会と12月定例会で議場
コンサートを予定しております。
【演奏時間】午前 9時 10分～ 9時 40分（30分間）
【申し込み】4月 24日（水）必着
　詳しくは、市議会のホームページまたは、議事課
にお問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】議事課
　☎ 83-8176 FAX83-8714

自然教育センター自然教育センター

活動指導ボランティア研修会活動指導ボランティア研修会
　自然教育センターでは、入所した児童生徒の活動
を支援するボランティア指導員を募集しています。
指導員の養成のため、研修会を開催します。
【とき】3月 25日（月）午前 9時～ 11時 30分頃
【ところ】自然教育センター
【内容】「野鳥ブローチ・マグネット作り」
　野鳥の木型を削り、着色して仕上げます。
【対象】小中学生への指導者として平日
の昼間に活動できる成人の方。各自
で当センターまで往復ができる方。

【定員】先着 10人程度
【参加費】無料
【持ち物等】活動しやすい服装、タオル
【申し込み】3月 22日（金）までに、下記窓口また
は電話・FAXで受付（平日：午前 9時～午後 5時）

【申し込み・問い合わせ】自然教育センター
　☎ 83-1277 FAX83-1278

乳幼児健康診査《4月》乳幼児健康診査《4月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 11日（木）H30年 11月 1日～H30年 11月 29日生

9カ月児健診 18日（木）H30年 6月 1日～H30年 6月 27日生

1歳 6カ月児健診 19日（金）H29年 9月 1日～Ｈ 29年 9月 26日生

3歳児健診
9日（火）H28年 3月 1日～H28年 3月 21日生

23日（火）H28年 3月 22日～H28年 4月 17日生
2歳児歯科検診 22日（月） H29年 4月生

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】予診票、母子健康手帳、健やか親子 21　
　設問票（4カ月・１歳6カ月・3歳健診対象者のみ）、
　歯ブラシ・タオル（歯科検診のみ）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

4 月の「マタニティ・子育て相談会」4 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】10日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター

育児相談 母乳・ミルク相談 要予約子どもの栄養相談 妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳　
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

いちごD51クイズラリーいちごD51クイズラリー
　いちごD51のイベントにちなんで、クイズラリー
を実施します。キューロク館・情報センターに置い
てある「いちごD51クイズラリー用紙」のクイズに
回答して、賞品をゲットしよう！
【とき】3月31日（日）まで
【賞品】D51助手席乗車券　10名（抽選）
　賞品は後日郵送します。
【問い合わせ】SLキューロク館 ☎83-9600 （FAX兼）

）

長田土地区画整理事業地内の長田土地区画整理事業地内の
町名・地番変更に伴う住民票の無料交付は町名・地番変更に伴う住民票の無料交付は
3月29日（金）3月29日（金）で終了となりますで終了となります
　長田土地区画整理事業地内の町名・地番変更に伴い、
新住所になった方を対象に市民課において住民票を
無料で交付していましたが、3月 29日（金）で無料
交付の期間が終了となります。住所の書き換え手続き
等に住民票が必要な方は、早めに申請してください。
　なお、所在地番変更証明書（店舗や事務所の所在
地番変更用）につきましては、引き続き長田土地区
画整理組合事務所で無料交付いたします。
住民票（変更証明書）
【交付場所】・市民課（市役所本庁舎１階）
　　　　　・二宮支所　市民窓口係
　必要な物…窓口に来る方の身分証明書および印鑑
　　　　　　※同世帯以外の方が来る場合は、委任
　　　　　　　状が必要となります。
　◆毎月第 1・3日曜日午前 8時 30 分から正午ま
　　で開庁（市民課のみ）、毎週水・金曜日は午後
　　7時まで窓口を延長（市民課、二宮支所市民窓
　　口係）しておりますのでご利用ください。
　※自動交付機では無料交付できません。
所在地番変更証明書
【交付場所】・長田土地区画整理組合事務所
　必要な物…申請人の印鑑

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514
　長田土地区画整理組合 ☎83-5466 FAX83-5468

平成31年度 参加者募集！平成31年度 参加者募集！
親と子・3歳児よい歯のコンクール親と子・3歳児よい歯のコンクール
①親と子のよい歯のコンクール
　平成30年4月1日から平成31年3月31日までの
　間に 3歳児健診を受け、虫歯がなく口の中が健
　康な「幼児と父親」または「幼児と母親」
② 3歳児よい歯のコンクール
　平成30年4月1日から平成31年3月31日まで　
　の間に3歳児健診を受け、虫歯がなく口の中が健康
　な幼児
※①と②両方への応募はできません。
【募集期間】3月 15日（金）～ 4月 26日（金）
【応募方法】こども家庭課備え付けの申込用紙に必
　要事項を記入し、窓口へ申し込みください。
【審査基準】申込書や3歳児健診の結果等を考慮します。
※優秀な結果の方は、県東健康福祉センターで第 2
　次審査が行われる予定です。
【主催】栃木県、各市町、栃木県歯科医師会、
　各郡市歯科医師会　
【問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX 82-2340

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「日日是好日」「日日是好日」

【とき】3月 16日（土）①午後2時②午後6時 30分
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【上映時間】約 1時間 50分　※全席自由
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円 （当日購入可）
※平成30年度芸術鑑賞会会員 無料
【作品紹介】大学生典子は、母から
勧められて同い年の従姉妹美智
子と一緒に“タダモノじゃない”
と噂の先生にお茶を習うことに。
就職して美智子がお茶から離れ
てしまう一方、就職につまずい
た典子はお茶に通い続けるが―。
　平成31年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中です。

【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

みんなのひろば
●日本画愛好会会員展
　会員が描いた数多くの作品を展示します。ぜひ、
お立ち寄りください。
【とき】3/8（金）～ 3/22（金）
【ところ】真岡市立図書館ギャラリー
【問い合わせ】日本画愛好会（塚本）☎ 84-3623

《 温泉券交付専用窓口案内図 》
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