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  老人福祉タクシー券老人福祉タクシー券
【対象】市内在住で65歳以上の高齢者のみの世帯で、自
　動車（普通･小型･軽・バイク）を所有していない世帯
【交付枚数】申請月から月 4枚の割合（年48枚まで）

  はり・きゅう・マッサージ券はり・きゅう・マッサージ券
　はり・きゅう・マッサージの施術を受ける場合に
料金の一部を助成します。
【対象】市内在住在宅の 70歳以上の高齢者、65歳
以上の寝たきりの高齢者（要介護4以上）および
65歳以上の重度身体障がい者（身障手帳1・2級）

【交付枚数】申請月から2カ月に1枚の割合（年6枚まで）
共通事項共通事項

【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係、二宮支所
※ 4月 15日（月）までは温泉券専用窓口（市役所
　一階会議室）で受付
【申請に必要なもの】印鑑

  高齢者等外出支援事業利用券高齢者等外出支援事業利用券
　　リフト付きタクシーで外出する際に利用できます。リフト付きタクシーで外出する際に利用できます。
【対象】市内在住在宅の寝たきり高齢者（要介護 4【対象】市内在住在宅の寝たきり高齢者（要介護 4
以上）、重度の身体障がい者（身障手帳 1・2級）・以上）、重度の身体障がい者（身障手帳 1・2級）・
知的障がい者（療育手帳A1･A2）の方知的障がい者（療育手帳A1･A2）の方

【交付枚数】申請月から月 2枚の割合（年24枚まで）
【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係
【申請に必要なもの】印鑑
【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

老人福祉タクシー券等老人福祉タクシー券等のの受付受付をを
４月２日（火）４月２日（火）から開始から開始 【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)

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） 市役所一階会議室

※各地区の指定日に都合がつかない方は、下記の温
　泉券交付専用窓口で交付します。
【温泉券交付専用窓口】
◆設置場所：市役所一階会議室
◆受付時間：午前９時～午後 5時
◆設置期間：3月 28日（木）～ 4月 15日（月）
　(土曜・日曜は除く )
※ 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。
【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。
【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開始受付開始

みんなのひろば
●平成31年度「協会けんぽ」の保険料率のお知らせ
　中小企業等で働く方やそのご家族が加入している健
康保険「協会けんぽ」栃木支部の 31年度の健康保険
料率は据え置きです。また、介護保険料率は現在の
1.57％から 1.73％へ引き上げとなります。変更時期
は平成 31年 4月納付分からとなります。
　詳しい内容は、協会けんぽホームページでご確認く
ださい。（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）
【問い合わせ】協会けんぽ栃木支部☎028-616-1692

               （財）スポーツ安全協会からのご案内
         スポーツ安全保険
【加入対象】スポーツ・文化・ボランティア・地域  
　活動を行う 4人以上の社会教育関係団体（加入
　した各個人が被保険者）
【保険の概要】加入団体での活動中の事故（活動場所
への移動を含む）に対し、保険金が支払われます。

【保険の種類】傷害保険・賠償責任保険・突然死葬
祭費用保険

【保険期間】加入日～平成32年3月31日（毎年度更新）
【その他】平成 31 年度加入団体には、代表者宛て
に申込書が送付されます。新規加入を希望される
団体は、下記窓口にパンフレット・申込書等があ
りますのでご確認ください。

【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課 
 ☎84-2811 FAX84-6258 Eﾒｰﾙ:sports@city.moka.lg.jp

       

         

平成 31 年度平成 31 年度
スポーツ少スポーツ少年団年団のの登録受付登録受付
【登録対象】年間を通じて小中学生を中心にスポー
ツ活動を展開しているクラブ（原則 20歳以上の
指導者 2人および 10人以上の団員が必要）

【登録料】指導者 1,000 円／人、団員 600円／人
　（真岡市スポーツ少年団→栃木県スポーツ少年団
　→日本スポーツ少年団に登録します）

【活動内容】市内交流大会の実施（野球、バレーボー
ル）、指導者講習会の実施、県交流大会への参加（野
球、バレーボール、ミニバスケ、バドミントン、柔道、
剣道、空手道、卓球など）、県の交流大会派遣費の
一部補助、県内や全国の仲間との交流事業など

【申込方法】登録申請書は下記窓口に設置。平成 30
年度登録団体には、日本スポーツ少年団から申請
書が送付されます。

【申込期限】4月 25 日（木）

   ４月 ４月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ

10日（水）
午前10時～11時

青年女性会館
20日（土） 二宮コミュニティセンター

【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

白滝 はる奈 ソプラノリサイタル白滝 はる奈 ソプラノリサイタル
チケット払い戻し終了のお知らせチケット払い戻し終了のお知らせ
【チケットの払い戻し期限】3月 29 日（金）まで
　下記にて対応いたします。
◆購入したチケットを必ずお持ちください。
◆期限を過ぎると払い戻しができません。
　ご注意ください。　
【問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日曜・祝日休）休）

第67回第67回市場開放市場開放デーデー開催開催
【とき】3月 24日（日）午前 8時～
　商品が無くなり次第終了 　※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475番地）
【内容】小女子、しらす、いか、あさり、鮭、春野菜、
旬の果物、イカ入り焼きそば、特大じゃがバター、
肉汁たっぷり冷凍餃子の販売。しじみ汁無料配布。
1,000 円以上購入で粗品プレゼント（数量限定）

【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX84-0225

真岡自然観察会・真岡の自然を守る会真岡自然観察会・真岡の自然を守る会
ミツマタ群生地観察会ミツマタ群生地観察会

　500ｍ程度の遊歩道を散策し、幻想的なミツマ
タの花を観賞します。※小雨でも中止
【とき】3月 30日（土）午前 9時～正午　
【ところ】茂木町 逆川地区 焼森山付近
【集合場所】いい里さかがわ館（茂木町飯 362-1）
【持ち物等】自然観察に適した服装・履物、帽子、飲み物
【申し込み】不要。当日時間までにお越しください。
【問い合わせ】真岡自然観察会事務局　中村和彦　
　☎ 82-6285（FAX兼） 

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】4月11日（木）　午前9時50分～11時15分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成31年1月生まれの乳児と保護者 先着17組
【内容】講話「赤ちゃんとの日常生活・産後ママの
　体のケア」、ベビーマッサージ他
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル 1枚
【申し込み】3月29日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

真岡市情報センターが真岡市情報センターが
真岡駅子真岡駅子どもども広場広場にに変変わりますわります
　4月 1日から情報センターの名称が「真岡駅子ど
も広場」に変わります。また、3階の一部を屋内の
子どもの遊び場に改修し、平成32年春にオープン
を予定しています。改修エリアを除く2階から4階
は従来どおり開館しますので、ご利用ください。
【開館時間】午前 10時～午後 6時（閉館時間が変更）
【休館日】毎週火曜日（火曜が祝日の場合は翌平日
　が閉館日）、年末年始（12/29 ～ 1/3）
【施設の内容】2階：展示ギャラリー
　　　　　　 3 階：研修室・学習室（貸出あり）
　　　　　　 4 階：SLギャラリー・キッズスペース
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】
　第一子育て支援センター☎ 84-1545（FAX兼）

さだじろう記念館　桜まつりワークショップさだじろう記念館　桜まつりワークショップ
お花お花ののアロマサシェアロマサシェををつくろうつくろう
　部屋に飾って香りを楽しむサシェ（香り袋）をキャ
ンドルとドライフラワーで作ります。
【とき】4月 7日（日）①午後 1時 30分～
　②午後 3時～（所要時間約 1時間）
【ところ】さだじろう記念館　観光まちづくりセンター
【対象】小学生から大人まで　各回先着 15人
　（小学生は保護者同伴）
【参加費】300 円（2個制作します。　
　2人で 1個ずつ制作でも可）
【持ち物等】汚れても良い服装
　またはエプロン
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）

4月 23日（火）は終日4月 23日（火）は終日
マイナンバーマイナンバーをを利用利用したした証明書証明書のの
コンビニ交付サービス停止コンビニ交付サービス停止

【問い合わせ】 市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514 

　5月 1日の元号改正に伴うシステム変更のため、
4月 23 日は、終日コンビニ交付サービスを利用す
ることができません。ご不便をおかけします。

イノシシイノシシのの駆除駆除をを実施実施
　農作物被害防止のために、イノシシの駆除を実施
しますので、ご理解とご協力をお願いします。
【期間】4月 1日（月）～平成 32年 3月 31日（火）
【駆除を実施しない期間】
　① 7月 20日（土）～ 9月   1 日（日）
　② 9月 20日（金）～ 9月 26日（木）
【ところ】根本山周辺、小貝川東部地区（青谷、君島、
　南高岡、道祖土、三谷、水戸部、阿部岡）
【内容】わなを主体とした駆除です。わなの近くに
　表示板やわな表示票がありますので、付近では十
　分ご注意ください。
【問い合わせ】ＪＡはが野真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　　　　　　 ＪＡはが野二宮地区営農センター ☎74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

1 日（火火火火））

真岡市縁組センター真岡市縁組センター
結婚相談員募集中結婚相談員募集中

　結婚相談員は、結婚希望者の相談に応じ、縁結び
のお手伝いをする地域のボランティアです。
【活動内容】
　・結婚相談会議への出席（毎月 1～ 2回程度、
　　主に水曜・土曜の午前 10時～ 11時 30分）
　・各自の縁組支援に関する活動
【募集条件】
　・営利目的でないこと
　・市内在住でおおむね 70歳までの健康な方
　・普通自動車運転免許を有する方
　・相談員として秘密を厳守できる方
【任期】2年（継続あり）
【申し込み・問い合わせ】出会い結婚サポートセンター 
　☎ 83-1234 FAX84-1545

方

筋力トレーニング教室【男性】筋力トレーニング教室【男性】
　新しい器具の使い方を学びながら、効果的な筋力
トレーニングの方法を学びます。
【とき】4月22日、5月 20日（各月曜日、全 2回）
　午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館　トレーニング室
【対象】市内在住・在勤の一般男性
　各回先着 10人
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、
　タオル、飲み物　【参加料】無料
【申し込み】3月 25日（月）から下記電話・FAX・
E メールにて受付（平日午前9 時 ～午後5 時15 分）

【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811
　FAX84-6258 Eﾒｰﾙ :sports@city.moka.lg.jp
※FAX・E ﾒｰﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記


