
児童扶養手当児童扶養手当のの現況届提出現況届提出
ひとり親家庭医療費受給資格者証更新ひとり親家庭医療費受給資格者証更新
【とき】8月 20日（火）、21日（水）
　各日午前 9時～午後 7時
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【対象】児童扶養手当受給資格者、ひとり親家庭
医療費受給資格者　

※一部支給停止適用除外事由届が6月に送付され
た方は、現況届受付時に提出してください。

【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340

危険物取扱者保安講習会危険物取扱者保安講習会
　仕事等で、危険物の取り扱い作業に従事するこ
ととなった方は、その日から1年以内に受講し、
その後、3年以内に再受講しなければなりません。
【とき】9月13日（金）《給油》午前9時30分～
《一般》午後1時30分～【ところ】青年女性会館
【対象】危険物取扱者免状を受けている方で、危
険物の製造所、貯蔵所または取扱所において、
危険物の取り扱い作業に従事している方

【定員】給油・一般 各先着150人【受講料】4,700円
※栃木県収入証紙を申請書に貼り付け
【申し込み】8月 23日（金）～30日（金）まで
　に、下記へ申し込み
【申し込み・問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　消防本部予防課保安係 ☎82-8706 FAX83-3746

メス犬メス猫の
避妊手術補助金制度

【補助の条件】
・飼主の住所が市内であること
・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
下記へ提出してください。用紙はホームペー
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
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ののののののののの
度

【主催･問い合わせ】もおか木綿踊り実行委員会事務局
（真岡商工会議所内）☎ 82-3305 FAX82-7967

もおか木綿踊もおか木綿踊りり
【とき】8月 24日（土）
　午後5 時20 分
　～8 時30 分
※雨天中止
【ところ】荒町本通り
　（寿町交差点～泉橋）　（寿町交差点～泉橋）
※右図の　　　　区間
【交通規制】午後 4時 30分～9時
※会場内車両進入禁止 N
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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「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、のら猫が増えて迷いる」「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惑している」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。す。猫の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　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ているだけでは、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、責任をす。飼う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。持って正しく飼いましょう。
【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

ちゃれんじ60歩こうか真岡プラス1ちゃれんじ60歩こうか真岡プラス1
参加者募集参加者募集

【期間】9月 1日（日）～ 12月 27日（金）
【対象】市内在住で 18歳以上の方

参加申し込み方法参加申し込み方法
①参加するコースを選んで申込書（健康増進課、二
宮支所、まちなか保健室に設置、市ホームページで
ダウンロード可）を記入し、健康増進課へ提出して
「ちゃれんじ記録票」を受け取ります。
【コース選択】・ちゃれんじコース（60日）
　　　　　　　・ハーフちゃれんじコース（30日）
②期間中に、以下の 2点に取り組み「ちゃれんじ記
録票」に記入します。
【1】現在より 1日 1,000 歩（10 分）多く歩く
　【2】生活習慣改善の取り組みを1つ選んで実行する
③参加コースの目標を達成したら「健康増進課」ま
たは「二宮支所窓口」に記録票を提出します。
　「達成証」と「300 円分のお買物券」をプレゼント！

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

   真岡市民会館自主事業   真岡市民会館自主事業
 正戸里佳正戸里佳＆＆岡田将岡田将
 デュオ・リサイタル デュオ・リサイタル
　17 歳でパガニー国際ヴァイオリンコンクール
第 3位を受賞した正戸里佳とリスト国際ピアノコ
ンクール覇者の岡田将がお贈りする極上の演奏！
【とき】9月22日（日）午後2時開演（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【プログラム（予定）】ヴァイオリン・ソナタ第2番
　（ブラームス）、タイスの瞑想曲（マスネ）など
【入場料】前売り 2,000 円、当日 2,200 円
　※ 2019 年度真岡市芸術鑑賞会員は会館購入
　　の場合 500円引き　※未就学児入場不可
【プレイガイド】市民“いちご”ホール窓口☎83-
7731（月曜・日曜・祝日を除く8:30～17:15）、益
子町民会館☎72-3101、㈲暮田商会☎82-2611、㈱
シノザキ楽器☎84-4004、㈲えびはら☎74-0075

【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎83-7731 FAX83-4070 （月曜・日曜・祝日休）
　クラシックもおか事務局☎ 75-1688

中小企業・小規模企業中小企業・小規模企業のの
アンケートアンケートにごにご協力協力をを
市では、「真岡市中小企業・小規模企業振興計画」

の策定にあたり、市内に事業所等を有する事業主
の方を対象に、アンケートを実施しています。
　この調査結果は、今後の施策展開において重要
な参考資料となりますので、ご協力をお願いします。
【調査対象】真岡商工会議所または、にのみや商
　工会の登録事業者、市内工業団地等立地事業者
【回答期限】8月 20日（火）消印有効
【問い合わせ】商工観光課工業係
　☎ 83-8134 FAX83-0199

就労者定住促進奨学金就労者定住促進奨学金
返還支援事業返還支援事業

　奨学金を受けた方が大学卒業後に、市内に在住
して就職した場合、返還した奨学金の全部または
一部を補助します。
◆対象となる奨学金
　①日本学生支援機構の第一種奨学金（無利子）
　②地方自治体が貸与する無利子の奨学金
　③公益財団法人栃木県育英会が貸与する無利
　　子の奨学金
　④その他、市長が認める公的機関の無利子の奨学金
◆補助額
　前年度に返還した金額（一人あたり返還累計
　金額 200万円を上限）
◆要件　以下のすべてを満たす方
　①4年制以上の大学に進学し卒業した方
　②平成27年度以降に奨学金の返還を開始した方
　③1年以上市内の事業所に勤務している方
　④市内に1年以上居住し、3年以上住所登録の
　　ある方
　⑤前年度に返還すべき奨学金を返還し、
　　市税等の滞納をしていないこと
【問い合わせ】学校教育課総務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

差押不動産の公売差押不動産の公売
　市では、市税の滞納により差し押さえた不動
産の公売を下記のとおり実施します。
【とき】10月 1日（火）午後 1時 30分～
【ところ】市役所建設部棟会議室（北側庁舎 1階）

※詳しくは市ホームページを確認ください。
【問い合わせ】納税課納税推進係 
　☎83-8489 FAX83-6205

◆公売対象不動産（登記簿による表示）
《売却区分 1》見積価格 8,000,000 円
【土地】  東郷 1513番 2　地積：302.31㎡（宅地）
【建物】構造：木造瓦葺 2階建
【附属建物】地積：44.71㎡　構造：木造瓦葺平屋
《売却区分 2》見積価格 700,000 円
【土地】粕田 1477 番　地積：233.00㎡（田）
【土地】粕田 1478 番　地積：1456.00㎡（田）
《売却区分 3》見積価格 480,000 円
【土地】粕田 1634 番 地積：1168.00㎡（田）
《売却区分 4》見積価格 1,120,000 円
【土地】粕田 1651 番　地積：2697.00㎡（田）
《売却区分 5》見積価格 8,070,000 円
【土地】下籠谷4295番3 地積：684.00㎡（雑種地）
《売却区分 6》見積価格 8,630,000 円
【土地】亀山355番6 地積：989.00㎡（雑種地）
　　　  亀山355番14 地積：497.00㎡（雑種地）

農薬農薬はは正正しくしく使使いましょういましょう
　農薬の適正使用と管理徹底に心がけ、農薬に
よる事故等の発生を予防しましょう。

適正使用・管理の徹底適正使用・管理の徹底
・農薬の使用に当たっては、ラベル等で登録農薬で
あることを確認した上で、使用基準を遵守しま
しょう。
・農薬や希釈液等をペットボトルやガラス瓶など
の飲食品の空容器等へ移し替えないようにしま
しょう。

周辺環境への配慮周辺環境への配慮
・住宅地等に近接する農地で農薬を散布
  する場合は、周辺住民へ事前に周知し、
  飛散防止の対策を徹底しましょう。
【問い合わせ】農政課農政係
　☎ 83-8137 FAX83-6208
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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
【8 月19日（月）～8月25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
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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
「子ども議会に
 ついて」
もおかインフォ
「96サマーフェスタ・尊徳夏まつりについて」
「コラボーレもおか」


