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期日前投票 　4月 20 日（土）まで
投票日当日、仕事やレジャーなどで投票区内にいない予定の方は、下記の3カ所で期日前投票ができます。

【時間】午前 8時 30分～午後 8時
【投票所】①市公民館真岡西分館 ②二宮コミュニティセンター③イオンタウン真岡
投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」にあらかじめ記入してお持ちいただくと、受付
手続きが早く済みます。期日前投票所および駐車場の混雑が予想されます、ご了承ください。

開 票 速 報
当日午後 10時頃から、市ホームページでお知らせします。
また、いちごチャンネルにて、開票の様子を中継します。
※開票進捗状況により速報する時刻が前後する場合があります。

開　票　所 午後 9時からスポーツ交流館で開票します。会場が狭いため、一般参観者
の入場は 20 人程度に制限します。

【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

真岡市議会議員選挙真岡市議会議員選挙【投票日】4月 21日（日） 【告示日】4月 14日（日）【投票日】4月 21日（日） 【告示日】4月 14日（日）
▼本市で投票できる方
　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カ月以上住所を有している方（平成 31年 1月 14日以降に、真岡市に転入届をされた方は、
投票できません）

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【4月22日（月）～4月28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】情報政策課情報管理係
　 ☎ 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
「連休中の窓口開設
について」
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「病児保育施設」
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◆いちごショート
  ケーキ
「北真岡地域ふれあ
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◆わくわく体操　
4月のテーマ
「上半身の姿勢づく
り」
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◆コットンタイム
「平成30年度第30
回真岡市地域公民館
芸能発表会【前編】」
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◆小・中学校卒業式
真岡西中学校　4月 23日・24日・27日
真岡中学校　　4月 25日・26日・28日
真岡東中学校　4月 23日・24日・27日
物部小学校　　4月 25日・26日・28日

国民健康保険国民健康保険ののお知らせお知らせ
　市の国民健康保険（国保）に加入中で、勤務先
の健康保険にも加入されている方は、国保から抜
ける手続きが必要となります。その手続きを忘れ
ると、国民健康保険税が課税されたままとなって
しまいます。
　手続きについては、勤務先の保険証（加入者
全員分）・国保の保険証・印鑑をお持ちください。
　ご不明な点は、下記まで問い合わせください。
【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎ 83-8123 FAX83-6205

にのみや野外活動センターにのみや野外活動センター
予約受付のお知らせ予約受付のお知らせ

　「尊徳夏まつり」開催日である 8月 31日（土）
の予約受付は、休館日と祝日が続くため 5月 8
日（水）からとなります。
　申し込み先は、二宮分館のみです。
【申し込み・問い合わせ】 
二宮分館 ☎ 74-0107 （日曜・月曜、祝日休み）

大型連休中のし尿収集大型連休中のし尿収集
　4月 27 日（土）から 5月 6日（月）までは、
原則し尿収集は行いません。仮設トイレ等・臨
時の申し込みは、連休明けの対応となります。
皆さまのご理解・ご協力をお願いします。
【問い合わせ】第一環境クリーンセンター
  ☎ 72-2522

第19回全国障害者スポーツ大会第19回全国障害者スポーツ大会
派遣選手募集派遣選手募集

【開催日】10月 12日（土）～ 14日（月・祝）
【開催場所】茨城県
【募集内容】陸上競技（身・知）、卓球（身・知・精）、
{サウンドテーブルテニス（身）を含む }、アー
チェリー（身）、フライングディスク（身・知）、
水泳（身・知）、ボウリング（知）

【参加資格者】以下のすべてに該当する方
　①平成31年4月1日現在で満13歳以上の身体・
知的・精神障がい者②市内在住の方③原則とし
て、第 14回栃木県障害者スポーツ大会に申し
込みをした方 { 卓球（精）、ボウリングに応募
する方を除く } ④合同練習会等の行事（5回）に
全日出席できる方⑤栃木県選手団の一員として
集団生活・行動が行える方

【申込期間】4月22日（月）～ 5月17日（金）
※学校・施設等に所属される方は、所属先に申請。
※派遣選手として選出された場合は、参加負担金と
　して1人あたり5,000円を負担していただきます。
【申し込み・問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554

◆総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別 14日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 14日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※4/26（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ☎82-8844

14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 ～ 11:30

7、21、28日（火）
9:00～12:00

（最終受付 11:30 まで）
◆二宮コミュニティセンター
行政相談 行政への意見 ･要望 7日（火）9:30～11:30
◆市公民館山前分館
心配ごと相談 14日（火）9:00～12:00

（最終受付 11:30 まで）

【問い合わせ】
人権相談・社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
行政相談・情報政策課広報広聴係 ☎ 83-8100
その他・社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 5 月の各種相談日

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】5月9日（木）午前10時～11時15分
　（アンケート記入のため10分前までにお越しください）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成31年2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】4月26日（金）午前9時から電話受付

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～
両親学級のご案内両親学級のご案内

　沐浴体験、妊婦疑似体験などを行います。
【とき】5月11日（土）午前9時30分～11時30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦　先着15組
　（おおむね妊娠28週以降 ）
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】4月26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

《真岡の自然を守る会》《真岡の自然を守る会》
前日光横根高原（井戸湿原）へ前日光横根高原（井戸湿原）へ
自然観察に行きませんか自然観察に行きませんか

【とき】5月 15日（水）
【集合場所】青年女性会館東側砂利駐車場
　午前 8時出発（午後 4時 30分頃帰着予定）
【ところ】鹿沼市 前日光横根高原
【対象】市内在住・在勤で成人の方　先着30人
【参加料】500円（保険料など）
【持ち物等】昼食、飲み物、帽子、雨具、山道に
適した服装、歩きやすい靴　

【申し込み】4月23日（火）から下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】
  真岡の自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）  
  ☎ 84-6781 FAX84-6936（日曜・月曜・祝日休）

認知症カフェ 認知症カフェ ウエルカフェウエルカフェ
【とき】4月 22日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】ウエルシア真岡高間木店
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症相談　【参加料】無料
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

根本山探検クイズ根本山探検クイズ
自然観察が楽しくなるクイズを解きながら、

雑木林や水辺を探検しよう。
【とき】4月 27日（土）～ 5月 6日（月・祝）
　午前 9時～午後 3時（随時受付）　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます　定員なし
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【参加料】無料
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、運動靴、帽子
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター 
　☎ 83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

改正元号記念日（5月1日）改正元号記念日（5月1日）
特別窓口開設特別窓口開設

【業務内容】各種戸籍届出、各証明書発行、印鑑　　
　登録・廃止、マイナンバーカード申請交付
※住所異動を伴う手続き、パスポート申請交付
は実施しません。

【記念撮影スペース】改正元号記念日限定で、改正元
号のボードといちごPRのバックパネルを設置し
た撮影スペースを設けます。ぜひご利用ください。

【問い合わせ】 市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514 

真岡木綿会館リニューアル真岡木綿会館リニューアル
オープンオープン記念記念イベントイベント開催！開催！
　木綿会館がリニューアルオープンします！これま
での見学や体験に加え、新たに木綿製品やお菓子な
どお土産の販売も行います。それを記念して、限定
100名に「木綿のしおり」と「いちごキャンディ」
をプレゼントします。ぜひお立ち寄りください。
【開催日】4月 27日（土）
【営業時間】午前 10時～午後 5時
【問い合わせ】商工観光課観光係
　 ☎ 83-8135 FAX83-0199


