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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
【9 月23日（月）～9月29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

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操　
9月のテーマ
「シューズの選び方
とタオル体操」
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◆コットンタイム
「第 40 回民話
美寿々会『もおか』
支部　町おこし民
話語り」

「尊徳夏まつり」
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◆いちごショート
   ケーキ
「西田井祇園祭」
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◆JUMP UP もおか
特集
「2019年 真岡の夏」
など

防災防災リーダーリーダー養成研修養成研修をを実施実施
　地域の防災力向上のため、受講者を募集します。
【とき】11月9日～令和2年3月7日（全5回）
【対象】市内在住・在勤で、長期に防災リーダー
として活動できる方　20人程度

【申し込み】10月 18日（金）までに、下記窓口、
または電話にて受付

※本講習は、NPO法人日本防災士機構が実施し
ている「防災士」資格取得とは関係ありません。

【申し込み・問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 

　公共交通の現状を調査するとともに、より良
い交通サービスを検討するために、各種アンケー
トを実施します。ご協力をお願いします。
◆無作為市民アンケート
◆免許返納者向けアンケート
◆いちごバス車内アンケート
◆いちごタクシー車内アンケート
【問い合わせ】総合政策課総合政策係
　☎ 83-8102 FAX83-5896 

◆総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別 8日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※9/27（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ☎82-8844

8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

1、15日（火）
9:00 ～ 12:00

（最終受付 11:30 まで）
行政相談 行政への意見 ･要望 8日（火）9:00～12:00
◆二宮コミュニティセンター
行政相談 行政への意見 ･要望 1日（火）9:30～11:30
◆市公民館中村分館

心配ごと相談 8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 10 月の各種相談日

令和 2 年度令和 2 年度
保育所（園）入所保育所（園）入所のの申込受付申込受付
【受付期間】10月1日（火）～11月29日（金）
【提出書類】
◆保育所入所申込書兼支給認定申請書◆調査票
◆保護者等の状況を証明する書類（就労証明書等）
◆お子さまの出生前に申請をする場合は、母子
　手帳の表紙と出産予定日のページのコピー
※出生前の申し込みは、令和 2年度中に職場復
　帰する方などが対象です。
【申し込み】上記必要書類を下記窓口へ提出。書
　類は、保育課・二宮支所に設置してあります。
　（市ホームページからもダウンロード可）
※認定こども園・小規模保育施設を希望される方は、
直接施設へお申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】保育課保育係
　☎ 83-8035 FAX82-2340

保育士保育士をを目指す方へ目指す方へ
支援金をを交付交付します

【募集人数】3人程度
【対象】保育士等の養成施設の在学者で、卒業後
　に市内の保育施設等に就業する方
【補助額】月額 3万円（最大 18カ月交付）
【募集期間】10月31日（木）まで
※申請方法等は市ホームページを確認ください。
【申し込み・問い合わせ】保育課施設管理係　
　☎ 83-8461 FAX82-2340

支支支支支
【募

国民年金保険料の国民年金保険料の
納め忘れはありませんか？納め忘れはありませんか？
　国民年金保険料が未納のまま 2年が過ぎると、
後から納付ができなくなります。また、所得が
少なく納めることが難しい場合は、保険料の免
除・納付猶予制度がありますので活用ください。
◆ 老齢基礎年金
　受給するためには最低 10 年以上の資格期間
（保険料納付期間、厚生年金等加入期間等）が必
要です。また、資格期間の状況に応じて受給額
が変動します。
◆ 障害・遺族基礎年金
　保険料の納付要件があるため、未納があると
受給できない場合があります。
【問い合わせ】国保年金課国民年金係
　☎ 83-8593 FAX 83-6205
　二宮支所　☎ 74-5004 FAX74-1250
　ねんきん加入ダイヤル☎ 0570-003-004
　宇都宮東年金事務所☎ 028-683-3211

10月6 日（日）
午前9時 50分～ 11時40分
赤線のコースの一部を規制します。

第 36回 真岡井頭マラソン大会第 36回 真岡井頭マラソン大会
交通規制交通規制ににご協力ご協力くださいください

【問い合わせ】スポーツ振興課 
　☎ 84-2811 FAX84-6258

汚水管布設工事汚水管布設工事をを実施実施
　下記の区間で工事を実施します。日中は通行
止めとなり、迂回などでご迷惑をおかけします
が、ご協力をお願いします。
【工事期間】10月～令和 2年 3月（予定）

【問い合わせ】下水道課工務係
　☎ 83-8161 FAX83-8142

桜井内科

高勢町交差点

工事区間

9/24 ～ 10/1 は9/24 ～ 10/1 は
環境衛生週間です環境衛生週間です

ごみ減量　みんなで進める　リサイクル
― ゴミゼロ型社会をめざして ―

　環境省では、9月 24 日（清掃の日）から 10
月 1日（浄化槽の日）までを、「環境衛生週間」
と定めています。これまでの生活を見直し、家
庭から出るごみの減量やリサイクル、清掃の徹
底を心がけ、きれいな住みよい
まちにしましょう。
【問い合わせ】環境課ごみ減量係
　☎ 83-8692 FAX83-5896

差押財産公売会差押財産公売会をを実施実施
　宇都宮県税事務所と真岡市が合同で、税金の
滞納により差し押さえた物品を公売します。
【とき】9月25日（水）　《下見会・受付》午前11時
～午後 1時《公売会》午後 1時 30分～

【ところ】栃木県河内庁舎　本館 5階　大会議室
※税の完納により出品が中止される場合があります。
※詳しくは、県ホームページを確認ください。
【問い合わせ】
　宇都宮県税事務所 特別整理担当 公売担当
　☎ 028-626-3171
　納税課納税推進係 ☎ 83-8489 FAX83-6205

真岡市嘱託職員真岡市嘱託職員をを募集募集
●母子保健業務　3人【勤務場所】こども家庭課
【勤務期間】令和 2年 3月 31日まで
【勤務内容】母子保健に関する業務（妊産婦保健
指導、乳幼児の集団健康診査・訪問指導など）

【応募条件】①保健師、助産師、看護師のいずれかの
資格を有する方②普通自動車免許所有の方（AT限
定可）③パソコン操作（Word・Excel）ができる方

【賃金】保健師・助産師：月額 245,600 円
　看護師：月額 201,000 円
【選考】書類選考の上、1次面接を行い、1次選
考面接合格者を対象に、2次選考面接

【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、
事前に連絡の上、資格証を添えて下記へ本人
が直接申し込み 

【申し込み・問い合わせ】　総務課人事給与係
　 ☎ 83-8099 FAX82-1065

女性向け創業セミナー女性向け創業セミナー
あなたあなたのの好き好きををカタチに！週末カフェカタチに！週末カフェ
　起業に関する交流会です。未経験者大歓迎！
【とき】10月25日、11月8日（各金曜日、全2回）
　午前 10時～正午
【ところ】久保記念観光文化交流館
　観光まちづくりセンター
【対象】好きを仕事にしてみたい女性 各回 20人
　（1日だけの参加も可能）
【講師】上三川のいえ　代表　菊池 敦子 氏
【申し込み】10月 24日（木）までに、下記にて
　電話で受付
【申し込み・問い合わせ】 
　一般社団法人スリーアクト ☎ 028-612-1006
　真岡商工会議所 ☎ 82-3305

参加料参加料
無料無料

第 1回第 1回リサイクルフェアリサイクルフェア
　除籍扱いになった書籍や絵本、雑誌などを無償
で提供します。詳細は、下記へ問い合わせください。
【とき】9月23日（月・祝） 午前10時～午後3時
　※整理券を午前 9時 30分から配布します。
【ところ】市立図書館　2階会議室
【持ち物】持ち帰り用のマイバッグ
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

公共交通アンケート公共交通アンケート
ごご協力協力をおをお願願いしますいします

係


