
栃木県収入証紙・収入印紙栃木県収入証紙・収入印紙
販売場所が変わります販売場所が変わります

　新庁舎開庁に伴い、9月18日（金）をもって互
助会売店での上記証紙・印紙の販売を終了します。
　つきましては、9月 23日（水）から、新庁舎
１階の会計課窓口へと販売場所を変更します。
【栃木県収入証紙】500円、1,000 円、2,000 円、
5,000 円、10,000 円（全５種類）を販売

【 収 入 印 紙 】2,000 円、4,000 円、5,000 円、
10,000 円（全４種）を販売
※現在行っている売店での飲食品等の販売業務
は、新庁舎開庁後も引き続き行います。

【問い合わせ】総務課研修厚生係
　☎ 83-8469 FAX82-1065

コロナ対策コロナ対策のの徹底徹底をを！！
①マスクの着用、手指の消毒、人との距離の確
保など基本的対策の徹底をしましょう

②対策が徹底されていない場所への外出を控え
ましょう

③体調が悪い場合は仕事や外出を控えましょう

④大人数での宴会や飲み会は自粛をお願いします

防災行政無線防災行政無線とと
サイレン吹鳴サイレン吹鳴がが停止停止しますします
　新庁舎開庁に伴う設備移設のため、市内の防
災行政無線とサイレン吹鳴装置が下記の期間中、
停止します。正午と午後6時の定時放送や、火災
発生時の放送などが流れなくなります。災害等が
発生した場合は、市HPや、いちごチャンネルデー
タ放送、エリアメール、消防団等による巡回広
報で情報発信します。皆さまにはご不便をお掛
けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
【放送停止期間】　9月 15日（火）～ 17日（木）
※天候状況等により、停止期間が
　変更となる場合があります。
【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392

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、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
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【9 月7日（月）～9月13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
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ようこそ市長室へ
「インフルエンザ予防接種の助成」について
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◆わくわく体操
9 月のテーマ
「シューズの選び方とタオル体操」
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◆いちごショートケーキ
「荒神社例祭・久下田大神輿のお披露目」

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。

組 、

ねんきんネットでねんきんネットで
自分の年金情報を確認自分の年金情報を確認

　ねんきんネットとは、インターネットを通じ
て自分の年金情報を手軽に確認できるサービスで
す。24時間いつでも、どこでも利用することがで
きます。
【ねんきんネットでできること（一例）】
◆年金記録の確認
◆将来の年金見込み額の確認
◆電子版「ねんきん定期便」の閲覧
◆日本年金機構からの各種通知書の確認
【申し込み】日本年金機構のHPから
　申し込み手続きを行ってください。
【問い合わせ】国保年金課国民年金係
　☎ 83-8593 FAX83-6205
　宇都宮東年金事務所 ☎ 028-683-3211
　日本年金機構 ☎ 0570-058-555（ナビダイヤル）

日本年金
機構HP
QRコード

【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・施設健診実施中健康診査・施設健診実施中

　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）
【実施期間】11月 30日（月）まで【費用】無料
【対象】昭和 20年 4月 1日以前に生まれた方
※対象の方には 8月末に個別通知しました。
【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・
人間ドッグを受診した方、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。

第31回 大産業祭 中止第31回 大産業祭 中止
　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、11
月 23日（月・祝）に予定していた「第 31回 大
産業祭」は中止となります。
◆産業祭　◆ JAまつり　◆子どもまつり
◆消費者まつり　◆環境展
【問い合わせ】
　（産業祭）真岡商工会議所　☎ 82-3305
　（JAまつり）JAはが野真岡支店　☎84-6611
（子どもまつり）生涯学習課　☎ 82-7152
（消費者まつり）市民生活課　☎ 83-8394
（環境展）環境課　☎ 83-8126

インフルエンザのインフルエンザの
予防接種を受けましょう予防接種を受けましょう
　接種費用の全部または一部を助成します。
【とき】10月 1日（木）～令和3年 2月 28日（日）
【ところ】市内の医療機関
※市外の医療機関で接種希望の方は、接種前に申
請が必要な場合があります。詳しくは、下記へ
問い合わせください。
高齢者のインフルエンザ予防接種高齢者のインフルエンザ予防接種

【対象】 接種日に市内に住所を有する① 65歳以
上または② 60～ 65歳未満の方で、身体障害
１級の認定を受けている方（心臓・腎臓・呼吸
器の機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能の障害のみ）

【費用】 無料（１回接種分のみ）
【持ち物】健康保険証または後期高齢者医療被保険
者証（対象②の方は、身体障害者手帳とその写し）
子どものインフルエンザ予防接種子どものインフルエンザ予防接種

【対象】 接種日に市内に住所を有する 1歳以上小
学 6年生相当のお子さま　【助成回数】2回

【助成額】各回2,000円以内
※接種費用と助成額の差額は、医療機関の窓口で
自己負担

【持ち物】母子健康手帳、こども医療費
　受給資格証など住所が確認できるもの
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
☎ 81-6946 FAX83-8619

令和2年度令和2年度 国勢調査実施中 国勢調査実施中
　国勢調査は、5年に１度の国で最も重要な調査
です。社会福祉、雇用政策、防災対策など、私
たちの暮らしのために役立てられます。
【実施時期】8月下旬～ 10月下旬
【調査の流れ】調査員が各世帯を訪問し、調査票
を配布します。（郵便受けやドアポスト等に投
函）回答は、インターネットまたは紙の調査
票で行えます。

※新型コロナウイルス対策のため、
　今回の調査は原則非接触で行います。
※調査員は調査員証を携帯しています。
　また、調査に関して金品の請求は
　一切しません。
【問い合わせ】総合政策課統計係
　☎ 83-8109 FAX83-5896

詳しくは、
「国勢調査
2020総合サ
イト」にて

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。【実施主体】ＪＡはが野
【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）
【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

「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

者
す。

を

市HP
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ること
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●子どもゆめ基金 令和3年度助成活動募集説明会
　子どもゆめ基金は、体験活動や読書活動への助成
を行っています。本基金の制度や助成金の申請の流
れについて説明会を開催しますので、ぜひ参加くだ
さい。【とき】9月 22日（火・祝）13:00 ～ 15:00【と
ころ】結城市公民館（茨城県結城市 1446 番地 10）
【対象】青少年教育に関する活動を行う民間団体【定
員】先着 30 人程度【参加費】無料【申し込み】9
月 17 日（木）までに、国立那須甲子青
少年自然の家 HP内、申し込みフォーム
から申し込みください。【問い合わせ】国
立那須甲子青少年自然の家☎ 0248-36-
2331 FAX0248-36-2150

国立那須甲子
青少年自然の家
HP QRコード

●司法書士による手続支援のための養育費相談会
　栃木県青年司法書士協議会は養育費に関する電話
相談会を開催します。本相談会は、全国青年司法書
士協議会が日本司法書士会連合会と共催で行う相談
会です。養育費でお困りの方、ぜひ相談ください。
相談無料。秘密厳守。予約不要。【とき】9月12日（土）
午前 10時～午後 4時【専用電話番号】フリーダイ
ヤル 0120-567-301【問い合わせ】栃木県青年司
法書士協議会☎ 0289-64-4805（大門）
●とちぎ女性・高齢者等新規就業支援事業
　「すこやかに働く！就活応援セミナーin真岡市」
　結婚・出産・育児等で一度離職したが再度働きた
い方や、定年で退職したがまだまだ働きたい方など
お気軽に参加ください。【内容】コロナに負けない
身体づくり、健康へのルーチンワーク、応募・面接
のポイント、個別相談【とき】9月 17日《セミナー》
13:30 ～ 15:00《個別相談》15:00 ～ 16:30【ところ】
市公民館第 3・4会議室【定員】先着 10 人【参加
料】無料【持ち物】筆記用具※当日は検温し、マス
クを着用ください。【問い合わせ・申し込み】㈱ワー
クエントリー栃木事業部☎ 028-612-8643 Ｅメー
ル :shuroshien@we-tochigi.sakura.ne.jp

 9 月の結婚相談会 9月の結婚相談会
【とき】26日（土）　【ところ】青年女性会館
【対象】男性：市内在住・勤務の方、女性：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

9 月に 70 歳を迎える方へ9 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
　9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 9月 30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。9月に申請された方への温泉券の交付
枚数は、7枚（7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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
水辺水辺のの生き物生き物ををすくってみようすくってみよう
　メダカ、ザリガニ、カエルなどの水
辺の生き物を網ですくって観察します。
【とき】9月 21日（月・祝）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【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 20人
   ※小学校 4年生以下は保護者同伴
【持ち物等】汚れても良い服装、長靴、バケツま
たは水槽、たも網、帽子、飲み物

【申し込み】9月 6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）あなたの体力年齢、測定してみませんか？あなたの体力年齢、測定してみませんか？

健 康 体 力 測 定健 康 体 力 測 定
【とき】10月 5日（月）
　①午前10時～②午後3時～③午後6時30分～
【ところ】総合体育館
【対象】市内在住または勤務の20～ 79歳の男女
【内容】握力、反復横とび、立ち幅とび、6分間
　歩行ほか
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、
　飲み物　【参加料】無料
【申し込み】下記にて電話で受付
※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。
【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課
　☎ 84-2811 FAX84-6258

第 5 回歴史教室第 5 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】10月10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】元報徳博物館学芸員 松尾 公就 氏
【演題】二宮尊徳の復興事業と真岡
【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。（9月28日必着）
参加の可否を10月 7日までに返信します。

  

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

市公式YouTube
QRコード

参加料参加料
無料無料

　9月 5日（土）の第4回歴史教室の申し
込みは締め切りました。9月 12日（土）
から真岡市公式YouTubeで講演を視聴す
ることができますので、ぜひ利用ください。

真岡市認定まちかど美術館 特別展真岡市認定まちかど美術館 特別展
渡辺私塾美術館コレクション展渡辺私塾美術館コレクション展
　市が「認定まちかど美術館」として支援して
いる「渡辺私塾美術館」の美術品コレクション
の中から、恩地幸四郎作品など館
長お薦めを特別展示します。この
機会にぜひご覧ください。
【期間】11月 3日（火・祝）まで
【開館時間】午前 9時～午後 4時
【休館日】毎週火曜日（9月 22日、
　11月 3日は祝日のため開館）、9月 23日（水）
【ところ】まちかど美術館（田町 2203 番地 1）
※駐車場は真岡信用組合荒町支店西側の駐車場
を利用ください。

※新型コロナウィルスの感染状況等により、開館
時間の変更や入場制限を行う場合があります。

【問い合わせ】まちかど美術館
　☎ 080-8736-3984

入館料入館料
無料無料

II
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nstagranstagrammフォトコンテストフォトコンテスト
9月のテーマ9月のテーマ「真岡の建物」「真岡の建物」
毎月テーマを決めて開催するフォト

コンテストです。真岡の風景や建物な
ど、素敵な写真を募集します。
【参加方法】テーマにあった写真にハッシュタグ

「#mokafan」と「＃真岡の建物」をつけて、
Instagram に投稿してください。優秀賞の方
には、ささやかなプレゼントをお送りします。
※優秀賞は、市公式 Instagramで発表します。
【応募締切】9月 30日（水）

【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

詳しくは
市HPにて

　市公式 Instagram では「#mokafan」の
ついた投稿をピックアップして紹介して
います。真岡で写真を撮った際は、ぜひ
「#mokafan」のタグ付けをお願いします。

ちゃれんじ60歩こうか真岡プラス1ちゃれんじ60歩こうか真岡プラス1
参加者募集参加者募集

【期間】9月1日（火）～12月27日（日）
【対象】市内在住で 18歳以上の方

参加申し込み方法参加申し込み方法
①参加するコースを選んで申込書（健康増進課、二
宮地域包括支援センター、まちなか保健室に設置、
市HPでダウンロード可）を記入し、健康増進課
へ提出して「ちゃれんじ記録票」を受け取ります。

【コース選択】・ちゃれんじコース（60日）
　　　　　　・ハーフちゃれんじコース（30日）
②期間中に、以下の 2点に取り組み「ちゃれんじ記
録票」に記入します。
★現在より 1日 1,000 歩（10分）多く歩く
★お口の健康づくりの取り組みを1つ決め、実行する
　（歯磨きをする・よくかんで食べる・お口の体操）
③コースの目標を達成したら、記録票を提出します。
「達成証」と「300円分のお買物券」を
　贈呈！各コース達成者先着 250人には、
　オリジナルマスクをプレゼント！
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

）

市HP
QRコード

ぬいぐるみおとまり会ぬいぐるみおとまり会
　ぬいぐるみと一緒におはなしを聞いた
ら、ぬいぐるみは図書館にお泊りします。
その様子をアルバムにしてプレゼント。
【とき】9月 19日（土）
　午後 1時 30分～ 2時：おはなし会・お泊り
　9月 22日（火）午後 1時～：お迎え
【対象】3歳～小学 3年生以下のお子さま
　先着 5人（ぬいぐるみは 1人 1つまで）　
【申し込み】9月 5日（土）午前 9時から、下記
窓口または電話にて受付

※新型コロナウイルス感染防止対策を行いなが
ら開催します。

【問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286

二宮二宮
図書館図書館

第 60 回下水道の日第 60 回下水道の日
下水道いろいろコンクール下水道いろいろコンクール
　下水道に関するいろいろな事柄について自由
に発想・表現した作品を募集します。
【募集部門】絵画・ポスター部門、書道部門、
　作文部門、標語部門、新聞部門
【応募資格】市内の小・中学生
【提出期間】
　10月 1日（木）～16日（金）8:30～ 17:15
　10日（土）、11日（日）8:30 ～ 12:00
　（3日（土）、4日（日）は、受付しません）
【提出先】市役所下水道課窓口（郵送不可）
※応募規定や詳細等は、市HPを確認ください。
入賞された方には、郵送にて連絡

　します。
【問い合わせ】下水道課業務係
　☎ 83-8160 FAX83-8142 市HP

QRコード

会館

課

    
【とき】9月 12日（土）
　① 14:00 ～ ② 18:30 ～
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール
【入場料】入場券当日購入可　全席自由
　大人（高校生以上）1,000 円、
　中学生以下（4歳以上）500円 
2020 年度真岡市芸術鑑賞会会員 無料

◆３密を避けるため、1公演につき定員 550人
◆体調がすぐれない方、熱が 37.5 度以上ある方、
　マスクをしていない方は入場できません
【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 （文化課）
　☎ 83-7732 FAX 83-4070

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
Fukushima 50Fukushima 50
フクシマフィフティフクシマフィフティ

スポーツスポーツ
教室教室

初心者のための初心者のための
女性水泳教室中止女性水泳教室中止

　初心者のための女性水泳教室は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、中止となりました。

みんなのひろば


