
◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
※2/28（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ☎82-8844

10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

3、17、24日（火）
9:00 ～ 12:00

（最終受付 11:30 まで）
人権相談 虐待・DV・差別 10日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望10日（火）9:30～11:30
◆二宮コミュニティセンター

行政相談 行政への意見 ･要望 3日（火）9:30～11:30
◆市公民館二宮分館

心配ごと相談 10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 3月の各種相談日

剪定枝無料配布剪定枝無料配布
　公園・街路樹を剪定した枝（生木）を無料配
布します。真岡市民で家庭用薪ストーブ等に利
用する方が対象です。　※完全予約制
【配布期間】3月 2日（月）～ 8日（日）
　午前９時～午後 4時 
【配布場所】西田井グリーンセンター
　（西田井 548番地の西側）
【予約方法】下記窓口へ電話で申し込みください。
【予約受付期間】2月 21日（金）～ 28日（金）
　午前 9時～午後 5時
【注意事項】道路混雑解消のため、完全予約制の
配布となります。センター内では、係員の指
示に従ってください。
※各自で手積みとなりますので、工具等をご用
　意ください。

【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎83-8724  FAX83-8879

国道 294 号線
至真岡市街 至益子

鹿島
神社

谷中橋

西田井第一幹線排水路

大中内北山
公民館

西田井谷中
公民館

旧マルシンフーズ

西田井グリーンセンター
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22 月月 2222 日（土）日（土）はは
自動交付機自動交付機がが使用使用できませんできません

【問い合わせ】 市民課窓口係 
　☎ 83-8117 FAX83-8514

　市民課前（市役所東玄関内）
にある自動交付機が、点検業務
に係る停電検査のため、2 月 22
日（土）は終日使用できません。
　ご不便をお掛けします。
　詳しくは、下記まで問い合わ
せください。

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】3月12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】令和元年 12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】2月 28 日（金）午前 9時から、下
記にて電話で受付

【問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340 

● ● 特別開催「親子DE着物まちあるき」特別開催「親子DE着物まちあるき」※要予約※要予約 大人 4,000 円、大人 4,000 円、子ども 3,000 円子ども 3,000 円
●●ドレミファそんりゅう 大道芸　ドレミファそんりゅう 大道芸　●●ひな祭り箏曲コンサート　ひな祭り箏曲コンサート　●● ひな祭り記念撮影会　ひな祭り記念撮影会　
●●「押花で万華鏡をつくろう」14:00 ～ 16:00【定員】12人【参加費】500円「押花で万華鏡をつくろう」14:00 ～ 16:00【定員】12人【参加費】500円
●● うたごえ喫茶　うたごえ喫茶　●● 駄菓子屋駄菓子屋
【問い合わせ】真岡市観光協会　☎ 82-2012（FAX兼）  ※火曜日休館

【展示期間】【展示期間】3 月 3日（火）まで　午前 10時～午後 4時 　※最終日は午後 3時まで3月 3日（火）まで　午前 10時～午後 4時 　※最終日は午後 3時まで
【ところ】【ところ】久保講堂、真岡木綿会館、久保記念観光文化交流館など久保講堂、真岡木綿会館、久保記念観光文化交流館など ※火曜日休館※火曜日休館　 　 
◆同時開催：◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）、　真岡・浪漫ひな飾りスタンプラリー（景品あり）ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）、　真岡・浪漫ひな飾りスタンプラリー（景品あり）

第十一章第十一章『真岡・浪漫ひな飾り』『真岡・浪漫ひな飾り』開催中開催中

3月 1日（日）3月 1日（日）久保邸 ひなまつりイベント久保邸 ひなまつりイベント 開催開催
【とき】3月 1 日（日）午前 10 時～午後 3 時【とき】3月 1 日（日）午前 10 時～午後 3 時
【ところ】【ところ】久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館

入館料入館料

無料無料

イベント内容イベント内容

真岡市会計年度任用職員募集真岡市会計年度任用職員募集
● 市民課、情報政策課（一般事務）各 1人
● こども家庭課（家庭相談員）2人
● こども家庭課（子育て支援センター指導員）1人
● いきいき高齢課（認知症地域支援推進員）1人
● スポーツ振興課（体育施設管理員）3人
● 保育士 3 人
　会計年度任用職員とは、一般職の非常勤公務員
にあたり、市役所の事務（補助的な事務・窓口対
応等を含む）や専門的な業務を行う職員です。
職務内容や勤務条件等については、職種に
よって異なります。詳しくは、市HP掲載の
募集案内を確認ください。
※職種によっては、募集終了の場合があります。
【申し込み】市HPから申請書をダウンロードし、
必要事項を記入・必要書類を添付し、

　下記へ本人が直接提出ください。
【申し込み・問い合わせ】
〒 321-4395真岡市荒町5191総務部総務課
　人事給与係 ☎ 83-8099 FAX82-1065

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

真岡市中小企業・小規模企業振興計画（案）
【計画の趣旨】中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、本市経済の健全な発展および
市民生活の向上に寄与すること目的に、平成 29年 12 月に「真岡市中小企業・小規模企業の振興に関
する条例」を施行しました。本計画は、条例に掲げる基本理念および基本的施策に基づき、市民、事業者、
経済団体等と連携を図りつつ、総合的かつ計画的な施策の推進を図ることを目的として策定します。

【募集期間】2月 20 日（木）～ 3月 17 日（火）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　商工観光課工業係
　☎ 83-8134 FAX83-0199  E メール：syoukou@city.moka.lg.jp

もおか
W e e k l y  N e w s

真岡市総務部情報政策課広報広聴係 編集
☎0285-83-8100  FAX0285-83-5896

令和 2年

2月21日発行
第 2763 号

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24日（月）～3月1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
「令和御大典奉祝
 祭」

◆真岡市議会放送予定
《質疑・一般質問》 2 月 27日、28日
　10:00 ～（生中継）  18:00 ～（再放送）

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

◆いちごショート
   ケーキ
「初市」
「第 28 回にのみや
たこあげ大会」

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
「春の全国火災予防
 運動について」
もおかインフォ
「女性の健康週間と女性がん検診について」
「真岡市奨学生募集」

▲市HPQRコード

児童扶養手当額児童扶養手当額のの変更変更
　令和元年全国消費者物価指数の実績値が、対前
年比プラス0.5％であったことにより、児童扶養
手当額が４月から 0.5％の引き上げとなります。

支給区分 手当額（月額）
令和 2年 3月まで

手当額（月額）
令和 2年 4月から

本体額

全部 42,910 円 43,160 円
（+250 円）

一部 42,900 円
～ 10,120 円

43,150 円
～ 10,180 円

（+250円～+60円）

第 2子
加算額

全部 10,140 円 10,190 円
（+50円）

一部 10,130 円
～ 5,070 円

10,180 円
～ 5,100 円

（+50円～ +30 円）

第3子以降
加算額

全部 6,080 円 6,110 円
（+30円）

一部 6,070 円
～ 3,040 円

6,100 円
～ 3,060 円

（+30円～ +20 円）

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

 体力年齢測定会　　
= 健康度を見える化しよう =　　　
　歩行速度や起き上がり動作、ロープを
またぐ動作などの時間を測定し、生活に関わる
体力年齢を測定します。これから運動を始めよ
うと思っている方も、ぜひ参加ください！
【とき】3月 9日（月）（開始 30分前から受付）
　①午前 10時から　②午後 1時 30分から
　所要時間 2時間程度
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の65歳以上の方　各先着20人
【持ち物等】動きやすい服装、運動靴（室内履き不要）
【申し込み】下記窓口または電話にて事前受付
※結果は後日、結果説明会にてお渡しします。
【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

　
　　


