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7 月は7 月は
「愛の血液助け合い運動」月間月間
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
企業や学校での出張採血が中止となるなど、献
血への影響が生じています。
　血液は長期保存ができないことから、医療に
必要な血液を確保しておくためには、常に皆さ
まの献血へのご協力が必要となります。
　7月は「愛の血液助け合い運動」キャンペー
ン月間です。一人でも多くの方にご協力をいた
だくために、声のかけ合い等をお願いします。
【期間】7月 1日（水）～ 31日（金）
【献血会場】栃木県赤十字血液セン
ター、うつのみや大通り献血ルーム

※献血バスの予定については、栃木県
赤十字血液センターのHPで確認く
ださい。

【対象年齢など】日本赤十字社の HP
で確認ください。

【問い合わせ】
　栃木県赤十字血液センター☎ 028-659-0111
　健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

みんなのひろば
●自動車事故でお困りの方
　独立行政法人自動車事故対策機構（NASVAナ
スバ）では、自動車事故の被害に遭われた方々の
支援に取り組んでいます。
《重度障害者介護料支給制度》自動車、オートバイ
事故により、脳、脊髄、胸腹部臓器を損傷され重
度後遺障害の程度および介護にかかった経費に応
じ、次の額が支給されます。
【常時要介護の方】月額 72,990 円～ 211,530 円
【随時要介護の方】月額 36,550 円～ 83,480 円
《育成資金貸付制度（無利子）》保護者の方が、自
動車、オートバイ事故に遭われて亡くなられたり、
重い後遺障害を残すこととなったご家庭の中学校
卒業までのお子さまを対象に貸付を行っています。
〔貸付金一時金〕155,000 円〔月額〕10,000 円ま
たは 20,000 円〔入学支度金〕44,000 円　返還方
法は、卒業後 20年以内の月々均等払い。
【問い合わせ】NASVA自動車事故対策機構栃木支
所被害者援護業務担当☎ 028-622-9001

7 月の集団健診7 月の集団健診
　先着順の申し込みのため、延期の影
響により定員を超え、締め切っている
場合があります。電話で予約状況を確
認してから申し込みください。
　詳細は、4月上旬に配布した「特定
健診・がん検診のお知らせ」をご覧ください。

生活習慣病健診生活習慣病健診
【受付】午前 8時～ 10時

と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ
2 日（木）、3日（金）、
6日（月）、7日（火） 物部会館

9日（木）、21日（火）二宮コミュニティセンター
13日（月）、20日（月）、
29日（水） 総合福祉保健センター

女性がん検診女性がん検診
【受付】午後 1時 30分～ 2時 30分

と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ
8 日（水）、15日（水）総合福祉保健センター
20日（月） 市公民館中村分館
29日（水） 二宮コミュニティセンター
◎市で行う検診（集団、施設、人間ドック）は、
いずれか年度内 1回の受診となります。

◎新型コロナウイルス感染予防対策について、「集
団検診のお知らせ」に同封の書類でお知らせし
ますので、確認ください。また、延期・中止と
なる場合があります。その際は、迅速に対応す
るため、市HPや予約した方への個
別連絡等でお知らせします。

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619 市HPQRコード

栃木県赤十字血液
センターHP
QRコード

日本赤十字社HP
QRコード

明るい選挙啓発ポスター明るい選挙啓発ポスター
コンクール作品募集コンクール作品募集

　私たちが豊かで幸せな生活を送るためには、
選挙が明るく正しく行われる必要があります。
明るい選挙を呼びかける印象的な
作品を募集します。明るい選挙で、
明るい未来を作りましょう。
【応募資格】市内の小学校児童、
　中学校・高等学校の生徒
【内容】明るい選挙を呼びかけることを内容に、
自由に表現してください。

【画材】描画材料は自由（紙や布など、絵の具材
料だけに限りません）

【大きさの基準】
　画用紙の四ツ切（542㎜× 382㎜）
　八ツ切（382㎜× 271㎜）
　もしくはそれに準じる大きさ
【応募上の注意点】
①入賞作品の版権は主催者（公益財団法人明る
い選挙推進協会）に属し、作品は自由に利用
させていただきます。
②入賞者の学校名、学年および氏名を公表させ
ていただきます。

【申し込み】9月 4日（金）までに、下記窓口へ
提出してください。

【審査の結果発表】入賞された方には、直接ご連
絡します。

【問い合わせ】選挙管理委員会
　☎ 83-8190 FAX83-8082

重度心身障害者医療費助成制度重度心身障害者医療費助成制度
自己負担助成自己負担助成のの申請申請

　重度心身障害者医療費助成制度を利用してい
る方で、下記の条件に該当する場合、受給資格
者本人の自己負担分（薬局を除く医療機関ごと
に月額 500円）に対する免除が受けられます。
【対象条件】受給資格者と同じ健康保険に加入し
ている方全員が、令和 2年度の市民税が非課
税であること

※受給資格者が中学生以下の方は、申請不要
【申請方法】6月 30 日（火）までに、同封の返
信用封筒にて返送ください。
※現在助成対象の方も更新の手続きが必要
【問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554
　二宮支所 ☎ 74-5004 FAX74-1250

◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
※6/26（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 
☎82-8844

14日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談のみ
（☎ 82-8844）
受付時間 9:00 ～ 11:30

7、14、21、28日（火）
9:00 ～ 12:00

（最終受付 11:30 まで）

人権相談 虐待・DV・差別 中止

行政相談 行政への意見 ･要望14日（火）9:00～12:00

◆二宮コミュニティーセンター

行政相談 行政への意見 ･要望7日（火）9:30～11:30

【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 7 月の各種相談日

コロナ対策・啓発用コロナ対策・啓発用
真岡市ロゴマーク・イラスト真岡市ロゴマーク・イラスト

ご活用くださいご活用ください
　市民の方々や市内企業・団体等と力を合わせ、
新型コロナウイルスをオール真岡の体制で乗り
切れるよう、コロナ対策用の真岡市ロゴマーク、
イメージキャラクターを使用したポスターを作
成しました。市HPからダウンロードできます
ので、ぜひご活用ください。どなたでもご利用
いただけます。
　大切な命を守るため、一人一人の意識を高め
合いましょう。

【問い合わせ】情報政策課シティプロモーション係
　☎ 81-6947 FAX83-5896

コロナ対策・啓発用
イメージキャラクター
ポスターHP
QRコード

コロナ対策・啓発用
真岡市ロゴマークHP
QRコード

7 月7月のの結婚相談会結婚相談会
と　き と こ ろ

1日（水）午前10時
～ 11時

二宮コミュニティセンター

18日（土） 青年女性会館
【対象】男性は市内在住・勤務の方、
　女性は要件無し
【持ち物】写真（上半身 2種類、
　L判 縦 13cm×横 9cm以内）、
　本人確認書類（運転免許証等）
【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター
　☎ 83-1234 FAX84-1545

ヤング健診 ヤング健診 受診者募集
　半日もかからずに低料金であなたの
健康を目に見えるカタチにできます。
ぜひこの機会にお申し込みください。
【受付時間】午前 8時 30分～ 10時 30分

と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ

7月26日（日）、27日（月）総合福祉保健センター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
　（年齢基準日　令和 3年 4月 1日）
健診の種類（内容）健診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 自己負担金自己負担金

①
ヤング特定健診
（身体計測・腹囲・
血圧・尿中塩分
測定・血液検査）

30～ 39歳の
男女 100人 無料

②

子宮頸がん検診
（頸部がん検査） 30～ 39歳の

女性

75人 400
円

乳がん検診
（超音波検査） 50人 200

円

③ 骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性

当日
申し込み

100
円

※各健診項目について、年度内 1回の受診とな
ります。

【申込方法】健診日の 2週間前までに、下記へ電
話・FAX・Eメールで申し込みください。

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619
E メール：kenkou@city.moka.lg.jp

募集募集

分


