
◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
※2/7（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ☎82-8844

18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

4、25日（火）
9:00 ～ 12:00

（最終受付 11:30 まで）
人権相談 虐待・DV・差別 18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 4日（火）9:30～11:30
◆市公民館中村分館

心配ごと相談 18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 2 月の各種相談日

経済センサス -基礎調査経済センサス -基礎調査
を実施していますを実施しています

　この調査は、全国の事業所の活動状態を確認
し、新たに把握した事業所などには調査票を配
布します。調査員は、「調査員証」を携行してい
ます。調査へのご理解・ご回答をお願いします。
【調査期間】3月 31 日（火）まで
【問い合わせ】総合政策課統計係
　☎ 83-8109 FAX83-5896

空き店舗を利用して空き店舗を利用して
お店を出してみませんかお店を出してみませんか
真岡市中心市街地空き店舗活用事業真岡市中心市街地空き店舗活用事業
　中心市街地活性化のため、一定区域内の空き
店舗に新たに出店する方に対して、改装費等を
補助します。
補助限度額 補助率 補助対象経費

改
装
費
補
助

60万円
まで

補助対象
経費の
3/10以内

店舗等を改善するた
めの改装費や、店舗
と一体となって使用
する備品など

家
賃
補
助

月 3万円
まで

家賃の
1/2 以内

空き店舗の貸借料
《補助期間》
開業した日の属する
月から12カ月

※中心市街地に空き店舗等を所有している方は、
「空き店舗バンク」に、ぜひご登録ください。
※創業に関しては、融資や補助など各種支援制度
がありますので、詳しくは下記へ相談ください。

【問い合わせ】  真岡商工会議所 ☎ 82-3305
　にのみや商工会 ☎ 74-0324
　商工観光課商業係 ☎ 83-8643 FAX83-0199

納め忘れはありませんか？納め忘れはありませんか？

介護保険料納付介護保険料納付のの確認を確認を
　市では、2,800 人を超える方が介護サービス
を利用しています。65歳以上の方に納めていた
だく介護保険料は、介護サービスに必要な費用
を担う大切な財源となっています。
　介護サービスが必要となった時に、しっかり
サービスを受けられるように、介護保険料は必
ず納めましょう。
【納付できる場所】
●公共施設 真岡市役所、二宮コミュニティセンター
●金融機関 足利銀行、常陽銀行、栃木銀行、筑
　波銀行、真岡信用組合、中央労働金庫、はが野
　農業協同組合、ゆうちょ銀行（期限内に限る）
●コンビニ セブンイレブン、ファミリーマート、
　ローソン等（期限内に限る）
●その他 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘ PayPay（期限内に限る）
【口座振替】上記の市内金融機関、または真岡市
　役所・二宮コミュニティセンターに、通帳と届
　出印を持参し、申し込みください。
※特別徴収の方は、納めに行く必要はありません
【問い合わせ】
◆介護保険制度・介護保険料について
　いきいき高齢課介護保険係
　☎ 83-8094 FAX83-8554
◆口座振替について　納税課収納管理係
　☎ 83-8115 FAX83-6205

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

2月2月ののモオカの休日開催モオカの休日開催
【ところ】観光まちづくりセンター

と　き 内　容（主催） 参加料
1日（土）、15日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

2日（日）、16日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

6日（木）、20日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

13日（木）、27日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

正正しいしい猫猫のの飼飼いい方推進月間方推進月間
　栃木県では、毎年 2月を「正しい猫の飼い方
推進月間」として制定しています。
　まもなく猫の繁殖シーズンを迎えます。猫は
年 3回、一度に約 5匹の子どもを産むこともあ
ります。不幸な猫を増やさないよう、また、近
隣や周囲の人に迷惑を掛けることのないよう、
適正に飼育しましょう。

= 正しい飼育のポイント == 正しい飼育のポイント =

◆ 室内飼育をしよう！
◆ 名札などで身元を表示しよう！
◆ 不妊・去勢手術をしよう！

【問い合わせ】環境課環境保全係
　☎ 83-8125 FAX83-5896
　栃木県動物愛護指導ｾﾝﾀｰ☎ 028-684-5458

在宅歯科診療在宅歯科診療ののご案内ご案内
【対象】市内在住のおおむね65歳以上の方で、自
宅で寝たきりのため歯科医院への通院が困難な方

【内容】歯科医師が訪問し、虫歯の治療
　や入れ歯の作成・調整等をします。
【費用】①保険診療の自己負担額
　　　 ②歯科医師の交通費
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619　

療

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

五行川五行川のの白鳥白鳥をを見に行こう見に行こう
　今年の冬も五行川に冬の使いが訪れています。
オオハクチョウ・コハクチョウを観察しながら、
五行川の清掃ボランティア活動を行いましょう。
【とき】2月 22日（土）午前 9時 30分～正午
【ところ】田島橋上流の五行川
【集合場所】真岡市北運動場駐車場
【参加料】無料　※小雨でも中止
【持ち物等】自然観察に適した服装・履物、帽子、
　防寒具、あれば双眼鏡、望遠鏡（双眼鏡等は
　事務局で貸出します、個数に限りあり）
【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
　☎ 82-6285（FAX兼） 

離乳食教室 離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方
【とき】2月20日（木）午前10時～11時15分
（アンケートの記入のため、20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】令和元年 7・8月生まれで、離乳食が始まっ
ているお子さんと保護者　先着 20組

【内容】講話「2回食に向けての進め方」（試食あり）
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】2月 7日（金）
　午前 9時から、下記にて電話で受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

もおか
W e e k l y  N e w s
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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
【2 月3日（月）～2月9日（日）放送内容予定】

【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　
2 月のテーマ
「転倒予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「真岡市音楽祭③
【第５部・第６部】」

6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆JUMP UP もおか
トピックニュース
ようこそ市長室へ
「男女共同参画社会
 づくりセミナーの
 開催について」
もおかインフォ
「マイナンバーカードを活用した消費活性化策 
 に関する市としての支援事業の実施について」
「芸術鑑賞会・令和 2年度会員募集について」

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
   ケーキ
「第 70回 芳賀郡市 
 教育祭」
「東光寺 3世代事業
 もちつき大会」

下記下記のの計画計画についてについてご意見ご意見ををお寄せお寄せくださいください《 《 パブリックコメントパブリックコメント制度 》制度 》
【閲覧方法】計画の詳細は、下記窓口または二宮支所、市公民館、各分館、市ホームペー
ジで閲覧できます。

【応募方法】ご意見・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記窓口・郵送・FAX・Ｅメー
ルにて応募ください。書式は自由です。（窓口での受付は、平日8:30～ 17:15まで） 市HPQR ｺｰﾄﾞ

第 2期真岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）
【計画の趣旨】「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、人口減少問題を克服し、「選ばれる都

ま

市
ち

もお
か」を実現するために、本市の実情にあった「真岡市人口ビジョン」および「真岡市まち・ひと・
しごと創生総合戦略」を策定します。

【募集期間】2月 3日（月）～ 2月 28 日（金）まで　※詳細は下記へ問い合わせください。
【宛て先・問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地　総合政策課総合政策係
　☎ 83-8102 FAX83-5896  E メール：sougouseisaku@city.moka.lg.jp

差押不動産の公売差押不動産の公売
【とき】3月 3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HPを確認ください

①②③については、農業委員会発行の買受適格証
明の提出が必要【申請期限：2月10日（月）】

【問い合わせ】納税課納税推進係 
　☎ 83-8489 FAX83-6205

①見積価格 480,000 円　公売保証金：0円
【土地】  粕田 1477番　地積：233.00㎡（田）
【土地】粕田1478番　地積：1456.00㎡（田）
②見積価格 330,000 円　公売保証金：0円
【土地】粕田 1634 番　地積：1168.00㎡（田）
③見積価格 770,000 円　公売保証金：80,000 円
【土地】粕田 1651 番 地積：2697.00㎡（田）
④見積価格 9,050,000円　公売保証金：910,000円
【土地】下籠谷字南原3440番1  地積：667.00㎡   
　  　　下籠谷字南原3440番3  地積：651.00㎡
　　　　下籠谷字南原3440番5  地積：17.00㎡
　全て（現況 宅地：公簿 山林）

市HPQR ｺｰﾄﾞ

【とき】2月 24日（月）午後 2時から
【ところ】観光まちづくりセンター
【主催】真岡落語研究会
【問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

モオカの休日モオカの休日
第 10回 荒町寄席第10回 荒町寄席

入場料入場料

無料無料


