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スポーツスポーツ
教室教室

夏のはじまり！わんぱく
親子スポーツ教室中止

　夏のはじまり！わんぱく親子スポーツ教室は、　夏のはじまり！わんぱく親子スポーツ教室は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中
止となりました。止となりました。
【問い合わせ】スポーツ振興課
　☎ 84-2811 FAX84-6258

みんなのひろば

●「とちぎネットアンケート」協力者募集中
　県では、県民の皆さんの意識やニーズを把握し、
県政に反映させるため、インターネットを利用し
た県政に関するアンケートに協力いただける方を
募集しています。県内在住の満 16歳以上の方で、
月 1回程度のアンケートに協力いただける方は、
県のホームページ「とちぎネットアンケート協力
者募集」の応募フォームから申し込みく
ださい。多くの皆さんからの応募をお待
ちしております。【問い合わせ】栃木県広
報課☎ 028-623-2158 県HP QRコード

認知症カフェ 
　認知症カフェとは、同じ悩みを抱えた方たち
が集まり、ほっとする時間を共有できる場です。

ウエルカフェウエルカフェ【ウエルシア真岡高間木店】
【とき】6月 22日（月）午前 10時～ 11時
【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】下記にて電話で受付
【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もおか）☎83-8132 FAX83-6335
  （地域包括支援センターにのみや）☎74-5139（FAX兼）

ェ ェ
えた方たち

鬼怒水辺ふれあい観察会鬼怒水辺ふれあい観察会
「カイツブリの親子を見よう」「カイツブリの親子を見よう」
　鬼怒水辺観察緑地では水鳥の　鬼怒水辺観察緑地では水鳥の
カイツブリが暮らしています。カイツブリが暮らしています。
双眼鏡で親子の様子や潜って食双眼鏡で親子の様子や潜って食
べ物をとる姿を観察しましょう。
【とき】6月 21日（日）午前 10時～正午
【ところ】鬼怒水辺観察センター 　【ところ】鬼怒水辺観察センター 　※小雨決行
【対象】どなたでも参加できます　先着 30人【対象】どなたでも参加できます　先着 30人
   ※小学校 4年生以下は保護者同伴   ※小学校 4年生以下は保護者同伴
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物
　※双眼鏡は貸し出します。　※双眼鏡は貸し出します。
【申し込み】6月 7日（日）【申し込み】6月 7日（日）から、下記にて電話
　で受付（8:30 ～ 17:15）　【参加料】無料【参加料】無料
※新型コロナウイルスの感染状況等により、
　中止となる場合があります。
【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）

●栃木県司法書士会無料法律相談会
　【とき】毎週土曜日 10:00 ～ 15:00【ところ】栃
木県司法書士会館（宇都宮市幸町 1-4）【相談方法】
面談による相談※要予約【主な相談内容】相続・
売買・贈与・財産分与・担保権設定など不動産関
連の相談、会社設立・組織変更・役員変更・解散
など会社関連の相談、高齢者財産管理・後見開始
の申立・任意後見契約など成年後見人関連の相談、
家賃供託・保障供託など供託関連の相談、債務整理・
自己破産・個人再生・少額訴訟・調停など裁判所
手続き関連の相談【申し込み】開催日の 2日前ま
でに、下記にて電話で受付（平日 9:00 ～ 17:00）【問
い合わせ】栃木県司法書士会☎ 028-614-1122

住宅用太陽光発電システム住宅用太陽光発電システム
設置補助事業設置補助事業

　設置費用の一部を補助します。詳しくは、市
HPを確認ください。
【補助金額】太陽光発電システムの電力出力
　1KWあたり 10,000 円
　（4KWあたり 40,000 円が限度）
【対象】
●市内に住所を有する方
●世帯全員が市税等を完納していること
●電力会社と太陽光発電システムに係る電力受
　給契約を結んだ方
●自ら居住する住宅に太陽光発電システム（太
　陽電池の最大出力 10KW未満）を設置した方
【申し込み】系統連系完了後（売電開始
日から）90日以内に下記へ申し込み

【問い合わせ】環境課環境対策係
　☎ 83-8127 FAX 83-5896 ▲市HPQR ｺｰﾄﾞ

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

第 37回第 37 回
真岡井頭マラソン大会中止真岡井頭マラソン大会中止
　10月 4日（日）に開催を予定していた真岡井
頭マラソン大会は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、開催中止を決定しました。
　大会の参加を予定されていた方には、ご迷惑
をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願
いいたします。
【問い合わせ】スポーツ振興課
　☎ 84-2811 FAX84-6258

「Yahoo!防災速報」「Yahoo!防災速報」でで
防災情報の配信を開始防災情報の配信を開始
　市では、「Yahoo!防災速報」を活用した防災
情報の配信を開始しました。
　今後、災害発生時や台風接近時
などに、避難情報や注意喚起の情
報を配信する予定です。
　ご自身や家族の身の安全を守る
ためにも、ぜひ活用ください。
◆Yahoo!防災速報とは？
緊急地震速報や豪雨予測、避難情報、気象情

報などをお知らせする情報配信サービスです。

【ダウンロード・配信登録方法】
　「Yahoo!防災速報」のホームページを確認い
ただき、アプリのダウンロードまたはメール版
を登録ください。

　　　　

【問い合わせ】市民生活課危機管理係
☎83-8396 FAX83-8392

Yahoo!防災速報
HPQRコード

iPhone 版アプリ
ダウンロード
QRコード

Android 版アプリ
ダウンロード
QRコード

6 月に 70 歳を迎える方へ6 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します
　6月に 70 歳になる方、および
今年度まだ温泉券を受け取ってい
ない方に、温泉券を交付します。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 25年 6月 30日以前に生まれた方）　
【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または二宮支所
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）に 1回の
みです。6月に申請された方への温泉券の交付
枚数は、10枚（10カ月分）です。

【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
みんなの自由研究みんなの自由研究

　「真岡市に関連する人物の研究」か「自
由テーマ」のどちらか選び、研究した
内容を専用用紙にまとめていただきま
す。下記の期間中、図書館に展示します。
詳しくは、下記へ確認ください。
【展示期間】7月 28日（火）～ 8月 30日（日）
【対象】年齢制限無し　先着 8人
【申し込み】7月 26日（日）までに、図書館
　カウンターにて受付
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集

【問い合わせ】建設課住宅係
　☎ 83-8694 FAX83-6240

【受付期間】6月 11日（木）まで
（土曜日・日曜日を除く 8:30 ～ 17:15）

住宅名 階・間取り 戸数
三ノ宮市営住宅 2階・2DK 1戸

東郷市営住宅
1階・3LDK
2階・3LDK
3階・3LDK

各1戸

錦町市営住宅 2階・2LDK 1戸
　3LDK については、複数人世帯を優先します
が、応募がなければ単身世帯でも入居可能です。
【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】建設課および二宮支所で申込書を配
布します。関係書類を添えて、下記へ申し込
みください。※応募多数の場合は抽選

自立支援医療（精神通院）自立支援医療（精神通院）
有効期限延長有効期限延長

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点
から、診断書の取得のみを目的とした受診を避
けるため、有効期間が 1年間延長となりました。
【対象】令和2年3月1日から令和3年2月 28日
までの間に、受給者証の有効期間が満了する方
※医療機関の変更、保険証等の変更、精神手帳
と同時に申請をする場合は、手続きが必要と
なりますのでご了承ください。

【問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554

芳賀赤十字病院認知症疾患医療センター芳賀赤十字病院認知症疾患医療センター
認知症認定看護師認知症認定看護師によるによる相談会相談会
　認知症ではないかと心配な方や、受診してみ
たいけれど不安がある方など、市民であればど
なたでも利用できます。
　事前予約制で、時間ごとに面談室を用意して
個別に行うため、プライバシーが守られます。
【とき】6月 26日（金）、29日（月）
　① 13:30 ～ 14:30 ② 15:00 ～ 16:00
【ところ】市役所 福祉産業部棟  相談室
【対象】認知症または認知症かもしれないと心配
の本人またはその家族（真岡市民であり、専
門医にかかっていない方）【参加費】無料

【申し込み】下記にて、電話で受付。申し込み時
に簡単な問診を行います。　※申し込み必須

【問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　☎ 83-8132 FAX83-6335

令和 2 年度令和 2 年度
マイ・チャレンジ推進事業マイ・チャレンジ推進事業

中止中止
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
市内の中学校 2年生が地域の事業所などで社会
体験活動を行うマイ・チャレンジ推進事業を中
止することになりました。
　来年度以降は、これまでと同様に活動を行う
予定ですので、ご協力お願いいたします。
【問い合わせ】学校教育課指導係
　☎ 83-8181 FAX83-8080


