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

後期高齢者後期高齢者（76歳以上）（76歳以上）対象対象のの
健康診査・施設健診健康診査・施設健診

　76歳以上の方を対象とした、市内の指定医療
機関で個別に受診する基本健康診査です。（要介
護認定を受けている方を除く）【費用】無料
【実施期間】9月 1日（火）～ 11月 30日（月）
【対象】昭和 20年 4月 1日以前に生まれた方
※対象の方には個別通知しました。
【受診方法】郵送された「後期高齢者健康診査【受
診票】」に①住所②氏名③生年月日④電話番号
⑤問診部分を記入の上、受診券と一緒に「市
内指定医療機関」の窓口に提出してください。

※今年度中に集団健診で、後期高齢者健康診査
または人間ドッグを受診した方は受診する必
要はありません。また、糖尿病などの生活習
慣病で定期的に治療中の方は、必ずしも健康
診査を受ける必要はありません。

危険物取扱者試験危険物取扱者試験
【とき】11月 8日（日）午前 9時 30分から
【ところ】真岡市（真岡工業高校）他
【試験内容】甲種・乙種（第1類～第6類）・丙種
【受講料】
　《甲》6,600 円《乙》4,600 円《丙》3,700 円
【申し込み】《電子申請》9月 4日（金）～ 15日（火）
　《書類申請》9月 7日（月）～ 18日（金）
　郵送の場合は、下記へ申し込み。持参の場合は、
下記または県内の消防局、各消防本部へ申し込み。
※願書は、下記または芳賀広域消防本部等で配布
【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

9/1 ～ 9/10 は9/1 ～ 9/10 は
屋外広告物適正化旬間屋外広告物適正化旬間
広告物を表示するには許可が必要です広告物を表示するには許可が必要です
　広告物を表示するには、一部の適用除外を除き、
あらかじめ市の許可を受ける必要があります。
　良好な景観の形成と広告物による事故防止の
ため、広告物の適正な表示および
管理をお願いします。
　詳しくは、市HPを確認ください。
【問い合わせ】都市計画課計画係
 　☎ 83-8152 FAX 83-8879

市HP
QRコード

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター

新規入会希望者説明会
　入会の説明・理事との面接をします。
【とき】9月 10日（木）午後 2時から
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【仕事内容】除草、植木剪定、屋内外清掃、施設
　受付業務、家事援助、襖・障子張り等
※事前受付・入会書類のお渡しがありますので、
9 月 9日（水）までに下記へお越しください。

【問い合わせ】シルバー人材センター 
　☎ 84-1110 FAX84-1109

いちごチャンネルいちごチャンネル
小・中学校運動会放送中止小・中学校運動会放送中止
　令和 2年度の真岡市内小・中学校の運動会は、
新型コロナウイルス感染拡大防止による撮影中
止のため、放送はありません。

真岡市新型コロナウイルス感染厳重注意報真岡市新型コロナウイルス感染厳重注意報
発令中（8//31 まで）発令中（8//31 まで）

コロナ対策コロナ対策のの徹底徹底をを！！
①「3つの蜜」の回避、人と人との距離の確保、
熱中症に気をつけたマスクの着用、手洗いなど
の手指衛生

②対策が徹底されていない場所への外出を控える
③体調が悪い場合は、仕事や外出を控える
④大人数での宴会や飲み会を控える

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします
【期間】9月 15日（火）～ 10月 2日（金）
【対象】該当する方には、個別に登録されて    
いる住所へ通知します。　【費用】無料

※交換業者は、市で発行した証明証を携行していま
す。悪質な訪問販売にご注意ください。
◆水道メーターの交換中は、約 10 分間程度水
道が使えなくなります。

◆留守の場合でも、交換することがあります。
◆交換に支障をきたしますので、メーターボックス
の上に物を置いたり、近くに犬など
をつながないようお願いします。

【問い合わせ】水道課庶務係
　☎ 83-8167 FAX84-7512

銃器銃器でで有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をを実施実施
　農作物被害の防止のため、カルガモ・カラス
の駆除を次のとおり実施します。
【とき】9月 1日（火）～ 7日（月）
【対象区域】市内全域（住宅地等を除く）
【実施主体】ＪＡはが野
【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137
　JAはが野真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　JAはが野二宮地区営農センター ☎ 74-4115
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回覧板の回付方法回覧板の回付方法
　市から自治会への全戸配布・回覧文書につい
ては、新型コロナウイルス感染症に関する情報
もあり、回覧板は情報伝達の重要な手段である
と考えています。一方で感染症拡大のリスク回
避の観点から、回覧板の回付の際には、以下の
点にご注意ください。
◆配布物の仕分け時には、換気の良い場所で密に
ならないようにしてください。また仕分け作業
の前後には、手指の消毒をしましょう。
◆回覧板については、直接の手渡しを避け、可
能な限り自宅ポスト（郵便受け）への投函に
よる回覧をお願いします。
◆回覧板を回す前後は、手指の消毒などの感染
防止対策を徹底しましょう。

【問い合わせ】総務課総務文書係
　☎ 83-8106 FAX82-1065

「広報もおか 1月号」「広報もおか 1月号」
新春特別プレゼント企画新春特別プレゼント企画
協賛店協賛店をを募集募集

　「広報もおか」1月号において掲載を予定して
いる「プレゼント企画」の実施に伴い、協賛店
を募集します。協賛いただいた事業者
については広報紙に広告を掲載します。
【募集条件】
①市内外に店舗等を有し、日常的に
　営業している事業者であること
②概ね 1,000 円以上相当額の賞品を
　4人以上に提供できること
③ランチに相応しい賞品（食事券、
　テイクアウト商品など）を提供できること
④市税等を完納していること
※応募状況により、掲載号が変更となる場合が 
あります。

【募集期限】9月 18日（金）まで
【応募方法】下記窓口、二宮支所に設置または市
HPに掲載の申請書を記入し、下記

　窓口、FAX、Eメールにて提出して
　ください。
※選考結果は、後日ご連絡します。
【問い合わせ】情報政策課広報広聴係
　☎ 83-8100 FAX83-5896
　Ｅメール：kouhou@city.moka.lg.jp
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【チケット販売期間】10月 2日（金）まで
【申し込み】QRコードまたは下記にて電話で受付
《バスツアー希望の方》9月18日（金）正午までに、
任意の様式に必要事項（①観戦希望者の氏名②
郵便番号③住所④年齢〈小中学生は学校名と学
年〉⑤電話番号）を記入し下記窓口に提出

※１回の申し込みにつき４枚まで
※同じ名前・住所での申し込みが２件以上あった場
　合は、２件目以降は無効となります。
【注意】今後のコロナウイルス感染拡
大の影響により、試合開催や募集
人数が変更される場合があります。
また、バスツアーは中止となる場
合があります。

真岡市民に限り無料で観戦できます！真岡市民に限り無料で観戦できます！
バスツアーも実施予定です！バスツアーも実施予定です！

【問い合わせ】栃木SC支援真岡市実行委員会
　（総合体育館内スポーツ振興課）
　☎ 84-2811 FAX84-6258

申し込み
フォーム

栃木SCホームゲーム栃木SCホームゲーム
「真岡市民デー」観戦者募集「真岡市民デー」観戦者募集

【とき】10月 4日（日）午後 6時キックオフ
【ところ】栃木県グリーンスタジアム
　（対 Ｖ・ファーレン長崎）
【対象】市内在住の方　先着 200人
　（中学生以下は保護者同伴）
【座席の種類】Ｂ自由席
※感染防止対策のためブロックを指定して観戦いただ
きます。（B自由席の中でブロックが指定されます）

※ブロックの変更はできませんので、家族などグルー
プで観戦希望の方は一緒に申し込みください。

チケット価格
座　種 対　象 当日価格 前売価格 真岡市民デー

ＢＢ
自由席自由席

大人 ￥2,700 ￥2,400 無料

小中高 ￥1,100 ￥900 無料

Ｂ自由席

【8 月31日（月）～9月6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
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◆JUMP UP もおか
トピックニュース、ようこそ市長室へ
「コロナに負けるな！赤ちゃん誕生給付金」に
ついて
もおかインフォ
「真岡市焼きそばマップ」について
「女性がん施設検診」について

13:00
20:00

◆コットンタイム
「令和元年 少年の主張発表芳賀地区大会 （再）」
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8:25
10:25
12:25

16:25
18:25
22:25

◆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

6:30
8:30
10:30
12:30

16:30
18:30
22:30

◆いちごショートケーキ
「令和元年 三世代交流 大谷夏まつり（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。

チャンネルデ
ド、
い。

◆真岡市議会放送予定
　質疑・一般質問　　8月 31日、9月 1日
　9:55 ～（生中継）　 18:00 ～（再放送）


