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みんなのひろば
●令和 2年度 就学義務猶予免除者等
　中学校卒業程度認定試験
　病気などやむを得ない事由により、保護者が義務
教育諸学校に就学させる義務を猶予または免除され
た子ども等について、中学校を卒業した者と同等以
上の学力があるかどうかを認定するために国が行う
試験です。【案内配布・願書受付期間】9月 4日（金）
まで【申し込み】受験案内に添付の封筒で、文部科
学省宛てに書留で郵送してください。【試験日】10
月 22 日（木）【会場】各都道府県教育委員会の推
薦等により決定【問い合わせ】 栃木県教育委員会事
務局義務教育課☎ 028-623-3391 FAX028-623-
3399 真岡市教育委員会☎ 83-8181 FAX83-8080

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
夜の里山探検夜の里山探検

　真っ暗な夜の雑木林や水辺に出かけて、昼間
とは違った生き物の様子を観察します。
【とき】8月 1日（土）　午後 7時 30分～ 9時
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】長袖、長ズボン、運動靴、懐中電灯
【申し込み】7月 19 日（日）から下記にて電話
で受付（8:30 ～ 17:15）　【参加料】無料
※新型コロナウイルスの感染状況により、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）

第 3 回歴史教室第 3 回歴史教室
（入場制限あり・事前申込制）（入場制限あり・事前申込制）
　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、事
前申し込みによる入場制限を行います。
【とき】8月 8日（土）午前 10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】国士館大学文学部准教授 眞保昌弘 氏
【演題】下野国の芳賀と那須
【参加費】無料
【申し込み】往復はがきに氏名・住所・電話番号を
記載の上、下記へ送付ください。（7月27日必着）
参加の可否を8月5日までに返信します。
　第2回歴史教室の申し込みは締め切りました。
7月25日（土）より真岡市公式YouTube
（https://www.youtube.com/channel/
UCsIhedzg_VyxA7zmFaPLnUg）に
おいて、講演を見ることができますので、
ぜひ利用ください。

【問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 1201
　文化課文化財係  ☎ 83-7735 FAX83-4070

真岡市公式
YouTube
QRコード

    無人ヘリコプターによる  　　
水稲病害虫防除を実施
【散布期間】7月 25日（土）～ 8月 4日（火）
 　　　　　8月 17日（月）～ 8月 20日（木）
※いずれも午前 5時～正午、天候、出穂の条件
　により散布日時の変更あり
【対象】コシヒカリ・とちぎの星　等
【使用農薬】
　ノンブラスバリダダントツフロアブル（予定）
【問い合わせ】
　JA真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

たい肥・チップを無料配布していますたい肥・チップを無料配布しています
　せん定枝・落ち葉・草をたい肥化、チップ化したものを無料で配布しています。
たい肥は、土壌を柔らかくし植物の根を伸びやすくする効果などがあります。チッ
プは、土壌の乾燥防止や雑草の発生防止などの効果が期待できます。
【とき】月曜～金曜日（年末年始除く）10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
＜休日の特別配布日＞◎毎月第 3日曜日　10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
　（7/19、8/16、9/20、10/18、11/15、12/20、1/17、2/21）
　◎ 10/4、11/1（各日曜日）10:00 ～ 12:00
【ところ】真岡市リサイクルセンター（阿部岡 365番地 4）
【配布方法】受付簿に必要事項を記入し、袋または軽トラック等に
　ご自身で積み込みをしてください。スコップ等は備え付けてあります。
　第 3日曜日については、ホイールローダーでの積み込み補助を行います。
【注意事項】センター内では、係員の指示に従ってください。
【問い合わせ】環境課ごみ減量係 ☎ 83-8126 FAX83-5896　真岡市リサイクルセンター ☎ 81-5045

）

「わたのみ商品券」「にのみやプレミアム商品券」「わたのみ商品券」「にのみやプレミアム商品券」をを発売発売
　地元商店の魅力アップと、商店街の活性化を図るため、10%のプレミアム付き商品券を発行します。

名称

わたのみ商品券わたのみ商品券 にのみやプレミアム商品券

購入方法

特別販売は実施しません。「購入引換はが
き」による販売となります。販売総額に達
した時点で、受付は終了します。
① 7月 24 日（金）に全戸配布の折込チラ
シに添付の「購入申込書はがき」を郵送「購入申込書はがき」を郵送
してください。してください。
②後日「購入引換はがき」を返送します。
③8月 3日（月）～8月 31日（月）〔平日9:00
～ 16:30〕に「購入引換はがき」と現金を持
参し、真岡商工会議所にて購入してくださ
い。8月 31日を過ぎると無効となります。8月 31日を過ぎると無効となります。

にのみや商工会にて直接販売
8月 1日（土）9:00 ～ 16:00
8 月 2日（日）9:00 ～ 12:00
※8月3日（月）以降は、平日の9:00～17:00に、
　販売します。

※購入時は「マスクの着用」と「ソーシャルディ
　スタンスの確保」に、ご協力をお願いします。

使用期間 9月 1日（火）～1月 31日（日）5カ月間 8月 1日（土）～12月 31日（木）5カ月間
発行総額 1 億 6,500 万円 4,950 万円
使用可能店舗 真岡商工会議所に取扱加盟店として登録した店舗 にのみや商工会に取扱加盟店として登録した店舗
購入できる方 18歳以上の市民および市外在住で市内勤務・通学者

購入限度額 1 人 5万円・1世帯 20万円まで
（発行総額に達した時点で終了）

1人 5万円・1世帯 25万円まで
（発行総額に達した時点で終了）

問い合わせ 真岡商工会議所 ☎ 82-3305 FAX82-7967 にのみや商工会 ☎74-0324 FAX74-2737

家庭でのマスクの捨て方家庭でのマスクの捨て方
　「ごみ袋の中に捨てられているマスク等から新
型コロナウイルスに感染しないか心配」との声
を聞きますが、環境省からの通知では、ごみ袋
等に入れ、しっかり封をしてから排出するなど
適正に処理を行えば、廃棄物から新たに感染す
る恐れはないと考えられています。
　もえるごみを出す際は、「ごみ袋
いっぱいまで入れない」「ごみ袋は
しっかりしばって封をする」を心
がけてください。
【問い合わせ】環境課ごみ減量係
　☎ 83-8126 FAX83-5896 夏季休業中夏季休業中のの学校閉庁期間学校閉庁期間

　令和 2年度は、8月 13日（木）～ 16日（日）
の 4日間において、学校を閉庁とします。
　この期間は、市内小中学校において、教職員
が不在となります。学校に関する問い合
わせについては、下記へお願いします。
【問い合わせ】教育委員会学校教育課
　☎ 83-8181 FAX83-8080

夏本番！熱中症夏本番！熱中症にに注意注意しましょうしましょう
　暑さのピークを迎え、熱中症の危険度が高く
なります。暑さに負けないよう、注意しましょう。
◆熱中症は「予防」が大切
・のどが渇く前に、こまめに水分補給
・エアコンや扇風機を活用して、室温を調整
◆症状が出てしまったら、早い段階で対処を
・立ちくらみ、めまい、汗が止まらないなどの症
状を感じたら、すぐに涼しい場所で体を休め、
水分・塩分補給をしましょう。
　（首、脇、もものつけ根を冷やすのも効果的）
・意識がない、ひきつけ、体が動かないなどの重い
症状がある場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
◆熱中症警戒アラートが出たら
　積極的な予防行動を
・県内の暑さ指数が 33℃を超える時
に発表されます。周囲への声かけ、
積極的な熱中症対策を行いましょう。

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

【問い合わせ】 総合政策課総合政策係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

いちごバスに乗ろう！いちごバスに乗ろう！
わくわく無料乗車キャンペーンわくわく無料乗車キャンペーン
　夏限定で、小学生はいちごバスに無料で乗車
できます。みんなでいちごバスに乗って市内を
探検し、真岡のわくわくを見つけに行こう！
【期間】7月 21日（火）～ 8月 31日（月）
※小学生未満は、保護者同伴でいつでも無料で
　乗車できます。
バスに乗るときは、運転
手さんに大きな声であい
さつをして、「学校名」を
伝えてください。市内小中学校市内小中学校のの夏季休業期間夏季休業期間

【夏季休業期間】8月1日（土）～8月16日（日）
　市内小中学校の夏季休業期間を上記のとおり
変更します。また、夏季休業期間を除く 7月 21
日（火）～ 8月 31 日（月）までの期間を午前
中の授業としていましたが、午後までの通常日
課となります。地域の皆さまには、子どもたち
の安全・安心のため、登下校時の見守
り等に、ご協力をよろしくお願いします。
【問い合わせ】学校教育課総務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

熱中症対策熱中症対策をしましょう！をしましょう！
①暑さを避けましょう
②人と十分な距離（2m）をとり、
　適宜マスクを外しましょう
③こまめに水分を取りましょう

り、

。


