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すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】7月16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 2年 3・4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】7月 3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 

・

7 月に 70 歳を迎える方へ7 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
　7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 7月 31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。7月に申請された方への温泉券の交付
枚数は、9枚（9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

認知症カフェ認知症カフェ
　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】7月 27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）

援係係係係係

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
「夏の昆虫を観察しよう」「夏の昆虫を観察しよう」
　雑木林や水辺で夏の昆虫を探して観察します。
【とき】7月 18日（土）　※雨天中止
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】根本山自然観察センター 
【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
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物、
　虫とり網、虫かご　【参加料】無料
【申し込み】7月 4日（土）から、下
記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）
※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。

【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）

第34回 真岡市美術展我が家の秘蔵展第34回 真岡市美術展我が家の秘蔵展
～静物画と小さな工芸品～～静物画と小さな工芸品～

作品募集作品募集
【募集作品】
　◆静物画（日本画、油彩、版画など）
　◆小さな工芸品（幅・奥行・高さの合計が
　　30㎝以内程度のもの、器・オブジェなど）
【募集期限】8月 7日（金）まで
【展示期間】10月 8日（木）～ 19日（月）
【展示場所】久保記念観光文化交流館 美術品展示館
【対象】市内在住・在勤の方
【その他】展示は匿名となります。点数制限はあ
りませんが、応募多数の場合はご希望に添え
ない場合があります。販売業者等の応募はご
遠慮ください。作品は全て賠償責任保険に加
入します。（万一事故が起きた場合は、保険会
社により再評価します）

【主催】真岡市教育委員会
【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
 　☎ 83-7732 FAX83-4070

みんなのひろば

●福祉・保育のお仕事就職フェア 2020・夏
【とき】《福祉》7月 18日（土）13：00～ 16：00《保育》
7 月 19 日（日）11:00 ～ 15:00〔受付は終了 30
分前まで〕【ところ】とちぎ福祉プラザ【対象】福祉・
保育職を希望する方、興味・関心のある方【内容】
①合同相談会（求人事務所との個別相談）②センター
相談コーナー（センターの利用方法、福祉の仕事や
資格に関する相談）【参加費】無料※申し込みの必
要はありません。託児が必要な場合は、7/10 まで
に電話で受付（生後 6カ月～就学前、15 人程度）
【問い合わせ】社会福祉法人栃木県社会福祉協議会 
福祉人材・研修センター☎ 028-643-5622、とち
ぎ保育士・保育所支援センター☎ 028-307-4194 
FAX028-623-4963

●令和 2年度下水道排水設備工事責任技術者
　試験講習会、模擬試験、試験のお知らせ
【とき】〔試験講習会・模擬試験〕9/29（火）10:00
～ 17:00、〔試験〕10/27（火）14:00 ～ 16:00【と
ころ】コンセーレ（宇都宮市駒生 1-1-6）【申込書】
公益財団法人とちぎ建設技術センター、市下水道課
維持係で配布【申込期間】8/3（月）～ 8/31（月）
※当日消印有効【申し込み・問い合わせ】公益財
団法人とちぎ建設技術センター（宇都宮市竹林町
1030-2）☎ 028-626-3187

●下水道排水設備工事責任技術者更新講習会
【とき・ところ】10/6（火）：栃木市岩舟文化会館
（栃木市）、10/20（火）：那須野が原ハーモニーホー
ル（大田原市）、11/5（木）11/15（日）：宇都宮
市立南図書館（宇都宮市）【講習時間】各日 14:00
～ 16:00【申込期間】7/31（金）まで（当日消印
有効）※申込書類は、公益財団法人とちぎ建設技術
センターから本人宛に発送【対象】現在有資格者で、
有効期限が令和 3年 3月 31 日の方、または令和 2
年 3月 31日で失効した方【申し込み・問い合わせ】
公益財団法人とちぎ建設技術センター（宇都宮市竹
林町 1030-2）☎ 028-626-3187

●令和元年中に家屋を新築等された方へ
　令和元年中に新築、増築および改築により家屋を
取得された方には、7月に不動産取得税が課税され
ます。納税通知書が届いた方は、7/31（金）まで
に県税事務所の窓口や最寄の金融機関、郵便局、ま
たは指定されたコンビニエンスストア等で納付して
ください。なお、公共事業のために収用を受けた家
屋または、被災した家屋の所有者等が代替家屋を取
得した場合は軽減措置が受けられます。また、新型
コロナウイルスの影響により納税が困難な場合は、
徴収の猶予措置等を受けられる場合がありますの
で、お問い合わせください。【問い合わせ】真岡県
税事務所☎ 82-2136

●消防設備士試験案内
【とき】9月 13 日（日）9時 30 分【ところ】宇都
宮市（宇都宮工業高等学校）【願書申請期間】〔電子
申請〕7月 3日（金）～ 14日（火）〔書類申請〕7
月 6日（月）～ 17 日（金）（郵送または持参：消
防試験研究センター栃木県支部）【試験の種類：手
数料】甲種（特類 第 1 類から第 5類）5,700 円、
乙種（第 1 類から第 7 類）3,800 円【申し込み・
問い合わせ】（一財）消防試験研究センター栃木県
支部☎ 028-624-1022

●働く人のメンタルヘルス相談のお知らせ
　職場におけるストレスやメンタルヘルス不調を抱
える方、その家族や上司・同僚の方からの相談に産
業カウンセラーが無料で応じます。（秘密厳守）【と
き】7/10、9/11、11/13、1/8、3/12（各金曜日）
13:30 ～ 16:30【ところ】宇都宮労政事務所（宇都
宮市竹林町 1030-2 県庁河内庁舎 5階）【予約】希
望日の 3日前までに、下記へ予約ください。【問い
合わせ】宇都宮労政事務所☎ 028-626-3053 

生活習慣病健診（7月）生活習慣病健診（7月）
会場変更のお詫び会場変更のお詫び

　7月の「物部会館」での検診は、感染症対策
のため「総合福祉保健センター」へ会場が変更
となります。
　なお、すでに予約をしている方は、個別にお
知らせします。
日程 会場（変更前） 会場（変更後）

3 日（金）
6日（月）
7日（火）

物部会館 総合福祉保健
センター

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

 雷や打ち上げ花火で 雷や打ち上げ花火で
犬が逸走しないために犬が逸走しないために
　この時期、犬が雷や打ち上げ花火な
どの大きな音にびっくりして逃げてし
まった、との相談が多く寄せられます。
犬が迷子にならないように、以下のこ
とに十分気を付けましょう。
●雷が鳴り出したときは、犬などの動物は家の中
に入れるなど、逸走しないよう管理しましょう。
●犬の身元証明である鑑札や注射済票は必ず装
着しましょう。
　連絡先を書いた名札やマイクロチップも飼い
主を探す手がかりになります。
●もしも逃げてしまった場合は、環境課または
栃木県動物愛護指導センター、真岡警察署へ
すぐ連絡をしてください。

【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

　真岡警察署 ☎ 84-0110

農薬農薬はは正正しくしく使使いましょういましょう
　農薬の適正使用と管理徹底に心がけ、農薬に
よる事故等の発生を予防しましょう。

適正使用・管理の徹底適正使用・管理の徹底
●農薬の使用に当たっては、ラベル等で登録農
薬であることを確認した上で、使用基準を遵
守しましょう。
●農薬や希釈液等をペットボトルやガラス瓶な
どの飲食品の空容器等へ移し替えないように
しましょう。

周辺環境への配慮周辺環境への配慮
●住宅地等に近接する農地で農薬を散布する場
合は、周辺住民へ事前に周知し、

　飛散防止の対策を徹底しましょう。
【問い合わせ】農政課農政係
　☎ 83-8137 FAX83-6208

国民年金保険料免除等国民年金保険料免除等
申請の受付開始申請の受付開始

　経済的な理由などで、国民年金保険料を納付
することが困難な場合は保険料の納付が免除・
猶予となる下記の制度があります。
【対象期間】令和 2年 7月分～令和 3年 6月分
●保険料免除制度 
　所得が少なく、本人・配偶者・世帯主の前年
所得が一定額以下の場合や失業した場合など、
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な
場合は、保険料の納付が免除となります。
【申し込み】本人が申請書を下記窓口に直接提出
【免除される金額】全額、4分の 3、半額、4分
の 1（4種類）

●保険料納付猶予制度
　20 ～ 50 歳未満の方で、本人・配偶者の前年
所得が一定額以下の場合は、保険料の納付が猶
予されます。
※上記については、申請後に年金機構の審査が
　行われます。
【申し込み】本人が申請書を下記窓口に直接提出
【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


