
熱中症対策をしましょう！熱中症対策をしましょう！
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、

危険物取扱者保安講習会危険物取扱者保安講習会
　危険物の取り扱い作業に従事することとなっ
た方は、その日から 1年以内に受講し、その後
3年以内に再受講してください。
【とき】9月 11日（金）【ところ】青年女性会館
【対象】危険物取扱者免状を受けている方で、危
険物の製造所、貯蔵所または取扱所において、
危険物の取り扱い作業に従事している方

【定員】給油・一般 各 74人
【受講料】4,700 円
　※栃木県収入証紙を申請書に貼り付けてください。
【申し込み】8月 21 日（金）～ 8月 28 日（金）
　までに下記へ申し込み
【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　消防本部予防課 ☎ 82-8706 FAX83-3746

旧中村東小旧中村東小のの利活用利活用にに
関関するする地域説明会地域説明会をを開催開催
　旧中村東小は、今後、外国人留学生向け日本
語学校事業を行い、廃校の利活用を図ります。
　説明会はどなたでも参加できますので、ぜひ
ご参加ください。
【とき】８月 27日（木）午後６時から
【ところ】公民館中村分館　第２会議室
【対象】地域住民の方、旧中村東小に関係のある方
【申し込み】不要、直接会場へお越しください。
【説明者】株式会社ジェイエルエスジー
【問い合わせ】財政課管財係
　☎ 83-8103 FAX 83-5896

窓口公売会窓口公売会をを実施実施しますします
市役所納税課の窓口において、市税等の滞納

処分により差押えた動産を、期間入札の方法で
公売します。公売財産の売却代金は滞納市税等
へ充当されます。
【公売財産】公売財産は全て中古品です。草刈り
機や高圧洗浄機、絵画、テーブル、釣り竿など、
合計40点です。公売財産をご覧になりたい方
は、入札期間中に下記までお申し出ください。

【入札期間】8月 17日（月）～8月 31日（月）
　平日午前 9時～午後 5時
※ただし、初日の 8 月 17 日は正午から開始、
最終日の 8月 31日は午後 1時で終了

※詳しくは、市HPを
　確認ください。
【問い合わせ】納税課納税推進係
　☎ 83-8489 FAX 83-6205

市 HP
QRコード

　栃木県では、感染防止対策に取り組みながら
社会経済活動の本格展開を図るため、次の取り
組みを県民運動として展開しています。

★詳しくは、県のHPを確認ください。

　各事業者の皆さまには、この取組宣言に積極
的に参加いただき、感染防止対策が徹底され、
県民の方々が安心して暮らせる環境づくりをと
もに進めていきましょう。
※作成した「宣言書」は、各団体および事
　業者の自主的な感染防止対策の取り組み
　を「見える化」するものであり、県が認
　証するものではありません。

【問い合わせ】
　栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
　☎ 028-623-2826
　商工観光課商業係 ☎ 83-8643 FAX83-0199

「栃木県新型コロナ感染防止対策「栃木県新型コロナ感染防止対策
取組宣言」運動にご参加ください取組宣言」運動にご参加ください

①各業界団体と連携した感染防止
　対策を徹底する取り組み

②各事業者の参加による感染防止
　対策の「見える化」の取り組み

栃木県HP
QRコード

就労者定住促進奨学金就労者定住促進奨学金
返還支援事業返還支援事業

　奨学金を受けた方が大学卒業後に、市内に在
住し就職した場合、前年度に返還した奨学金を
補助します。
【対象となる奨学金】
①日本学生支援機構の第一種奨学金（無利子）
②地方自治体が貸与する無利子の奨学金
③公益財団法人栃木県育英会が貸与する無利　
　子の奨学金
④その他、市長が認める公的機関の無利子の奨学金
【補助額】前年度に返還した金額
【要件】以下のすべてを満たす方
①貸与を受けて 4年制以上の大学に進学し卒業
　した方
②平成 27年度以降に奨学金の返還を開始した方
③1年以上事業所に勤務または事業を営んでいる方
④市内に 1年以上居住し、3年以上住所登録の
　ある方
⑤前年度に返還すべき奨学金を返還し、
　市税等の滞納をしていないこと
【問い合わせ】学校教育課総務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

詳しくは
市HPにて

斎場での新型コロナ斎場での新型コロナ
感染防止策にご協力を感染防止策にご協力を
　斎場では、マスクの着用や手指の消毒等のほ
か、体調の悪い方の来場を控えていただいたり、
一会葬の人数を 16人までに制限するなど、感染
防止対策を実施しています。
　来場される皆さまが安心して利用できるよう、
引き続きご理解、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　☎ 82-9151 FAX82-9152
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【8 月17日（月）～8月23日（日）放送内容予定】

【問い合わせ】
　宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局　☎ 83-7005

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
「小中学校の2学期開始」について
もおかインフォ
コラボーレもおか
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◆コットンタイム
令和元年度 もおか木綿踊り（再）
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◆わくわく体操
8 月のテーマ「転倒予防」

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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◆いちごショートケーキ
第 25回 真岡の灯ろう流し（再）

都合により、番組内容や放送時間が変更となる
場合があります。詳しくは、いちごチャンネル
データ放送、スマホアプリの番組ガイド、EPG
（電子番組表）を確認ください。

プリの番組ガイド、EPG
ださい。

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】8月 17日（月）～27日（木）
（土曜日・日曜日を除く 8:30 ～ 17:15）

住宅名 階・間取り 戸数

東郷市営住宅
1階・3LDK
2階・3LDK
3階・3LDK

各1戸

【家賃】入居する部屋のタイプや収入、家族の人
　数により異なります。
【申し込み】建設課にて申込書を配布しています。
関係書類を添えて、下記へ申し込みください。

※先着順で受け付けします。

キッチンを新調しましたキッチンを新調しました 床は柔らかい床は柔らかい
クッションフロアクッションフロア

清潔感が清潔感が
あふれてるあふれてる
ぴょん～★

リフォームしてリフォームして
部屋が明るくなりました部屋が明るくなりました

宅係

ぴぴ

市議会 9月定例会日程市議会 9月定例会日程

99
月月

1日（火）10:00 ～ 質疑・一般質問
2日（水）10:00 ～ 質疑・一般質問（予備日）
3日（木）10:00 ～ 民生文教常任委員会
4日（金）10:00 ～ 民生文教常任委員会
7日（月）10:00 ～ 産業建設常任委員会
8日（火）10:00 ～ 産業建設常任委員会
9日（水）10:00 ～ 総務常任委員会
10日（木）10:00 ～ 総務常任委員会
15日（火）10:00 ～ 決算審査特別委員会
17日（木）10:00 ～ 閉会

88
月月

17日（月）10:00 ～ 議会運営委員会
24日（月）10:00 ～ 開会
31日（月）10:00 ～ 質疑・一般質問

【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176  FAX83-8714

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会
議の傍聴はなるべくご遠慮ください。

【問い合わせ】新庁舎建設準備室
　☎ 81-6949 FAX84-8431

新庁舎内覧会を開催新庁舎内覧会を開催
【とき】9月 13日（日）午後 1時～ 4時
【募集人数】先着 200人（各回 40人）
【入場開始時間】① 13:00 ② 13:30 ③ 14:00
　④ 14:30 ⑤ 15:00
　市役所新庁舎 1階にて受け付けします。
【申し込み】8月 18日（火）、19日（水）、20日（木）
午前 9時～午後 4時に、下記にて電話で申し
込みください。（最大4人分まで申し込み可能）

※駐車場は、現在の市役所駐車場をご利用ください。
※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。
　参加する際は、マスクの着用をお願いします。


