
新型コロナウイルスの感染状況により、イベント等が中止・変更となる場合があります。参加の際は、マスクの着用等感染症対策をお願いします。
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。https://www.city.moka.lg.jp/

みんなのひろば

差押不動産の公売差押不動産の公売
　市税の滞納による差押不動産を公売します。
【とき】1月 15日（金）午後 1時 30分から
【ところ】真岡市役所（302会議室）
①見積価格 3,590,000 円 公売保証金 360,000 円
【土地】下籠谷字南原 3440 番 1  地積：667.00㎡   
　　　 下籠谷字南原 3440 番 3  地積：651.00㎡
　　　 下籠谷字南原 3440 番 5  地積：17.00㎡
　全て（現況 宅地：公簿 山林）
②見積価格 1,180,000 円 公売保証金 120,000 円
【土地】島字鶴ケ谷 189番  地積：3,266.00㎡（田）
②については、農業委員会発行の買受適格証明の
提出が必要【申請期限：12月10日（木）】
※詳しくは市HPを確認ください。
問 納税課納税推進係 ℡ 83-8489 市HPQR ｺｰﾄﾞ

特設人権相談所特設人権相談所を開設しますを開設します
　人権擁護委員が人権に関する相談に応
じます。どんなことでも独りで悩まず、
まずはご相談ください。

と　き と　こ　ろ　

12/8
（火）

  9:00～12:00 二宮コミュニティセンター
17:00～19:00 市公民館

【相談料】無料　　【申し込み】不要
問 社会福祉課社会福祉係 81-6943

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。
あおぞらカフェあおぞらカフェ【真岡市役所青空ステーション】
【とき】12月 28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】認知症についての相談など
【申し込み】下記にて電話で受付【参加料】無料
問 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 
  （地域包括支援センターにのみや）℡ 74-5139

1月の結婚相談会1月の結婚相談会
と　き と こ ろ

6 日（水）午前 10時
～ 11時

二宮コミュニティセンター
16日（土） 青年女性会館
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【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 出会い結婚サポートセンター ℡ 83-1234

一般介護予防事業一般介護予防事業

いきいき運動教室いきいき運動教室
筋力トレーニング＆リラクゼーション編筋力トレーニング＆リラクゼーション編
　体操やマシンを使ったトレーニング、口腔教
室、栄養教室を行います。
【とき】 1 月 6日（水）開始（毎週水曜日、全 12回）
　①午前9時30分～11時 ②午後2時～3時30分
　①②ともに送迎あり（送迎範囲は要相談）
【ところ】デイサービス未来（真岡工業高校前）
【対象】65 歳以上の市民の方で、筋力の衰えを
予防、改善したい方　各回 5人

※今年度初めて一般介護予防事業に参加の方優先
【申し込み】下記へ電話で予約後、窓口にて受付

からだストレッチ＆筋トレ編からだストレッチ＆筋トレ編
　マットやボールを使ったストレッチと筋力ト
レーニングを行います。
【とき】 1 月 11日（月）開始（毎週月曜日、全 8回）
　午前 9時～ 10時　※送迎はありません
【ところ】真岡井頭温泉　iFitness
【対象】65 歳以上の市民の方で、筋力の衰えを
予防、改善したい方　10人

※今年度初めて一般介護予防事業に参加の方優先
【申し込み】下記へ電話で予約後、窓口にて受付
問 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 
  （地域包括支援センターにのみや）℡ 74-5139

●放送大学入学生募集のお知らせ
　放送大学では、2021 年 4月入学生を募集してい
ます。10 代から 90 代の幅広い世代、約 9万人の
学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、
さまざまな目的で学んでいます。心理学・福祉・経
済・歴史・文学・情報・自然科学など、約 300 科
目の幅広い授業があり、1科目から学ぶことができ
ます。資料を無料で配布していますので、お気軽に
お問い合わせください。【出願期間】第 1回：2/28
（日）まで、第 2回：3/16（火）まで【問い合わせ】
放送大学栃木学習センター℡ 028-632-0572

離乳食教室離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方

【とき】12月17日（木）午前10時～11時15分
　（アンケート記入のため、20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 5・6月生まれで、離乳食が始まっ
ているお子さんと保護者　先着 15組

【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】12月 4日（金）午前 9時
　から、下記にて電話で受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121
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●スマートフォン決済アプリによる県税の納付
　令和 3年 1月１日から、スマートフォン決済ア
プリを利用して、県税の納付ができます。【対象ア
プリ】PayPay LINE Pay【対象税目】県民税（県
民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得
割・法人県民税）、事業税（個人事業税・法人事業税）、
不動産所得税、県たばこ税、軽油引取税、自動車税
（種別割）、鉱区税、地方法人特別税、特別法人事業
税【納付限度額】30万円【手数料】なし※領収書
納税証明書は発行されません【問い合わせ】真岡県
税事務所収税課℡ 82-2253

12/9（水）～ 12/23（水）12/9（水）～ 12/23（水）
市税・使用料等徴収強化週市税・使用料等徴収強化週間間
　日中・夜間を含め、市職員が該当者に電話連
絡や自宅を訪問して、納税・納入指導を行います。
【対象】市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税）、国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料、介護保険料、保育料、市営墓地管理
手数料、家庭雑排水処理手数料、ごみ処理手数
料、市営住宅使用料、水道・下水道使用料

※訪問する職員は顔写真付きの「真岡市職員証」
　を携帯しています。

= 夜間・休日収納窓口 =
《夜間延長窓口》毎週水曜・金曜日 午後 7時まで
《休日窓口》毎月第2・4日曜日 午前8時30分～正午
※12月13日（日）は、午前8時 30分～午後3時
◆次の使用料は納付書を持参した場合納付可
　保育料、市営墓地管理手数料、家庭雑排水処理
　手数料、市営住宅使用料、水道・下水道使用料
問 納税課納税推進係 ℡ 83-8489

休日夜間急患診療所休日夜間急患診療所
からのお願い からのお願い 

　新型コロナウイルス感染症対策のため、受診
を希望される方は、必ず当診療所へ電話連絡を
してください。発熱や風邪の症状がある場合は、
建物外（車）での診療となりますのでご協力を
お願いします。
◆真岡市休日夜間急患診療所◆

真岡市中郷227番地1（芳賀赤十字病院新病院棟南側）
  ℡ 82-9910
診
療
時
間

月曜日～土曜日 18:30 ～ 21:30

日曜、祝日、
12/29 ～ 1/3

  9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00
18:00 ～ 21:00

※受付終了時間は、おおむね診療時間の 30分前
問 健康増進課健康支援係 ℡ 81-6946

科学教育センター科学教育センター
★冬休み特別公開★★冬休み特別公開★
◆科学の広場◆◆科学の広場◆

①スライムをつくろう②発泡入浴剤をつくろう①スライムをつくろう②発泡入浴剤をつくろう
【とき】① 1月 5日（火）② 1月 6日（水）
　午前の部 10:30～ 午後の部 13:30～
【対象】先着 12人程度（マスクが着用
　できるお子さまから参加可、小学 4
　年生以下は保護者同伴）
【参加費】100円
【申し込み】① 12 月 22 日（火）、23 日（水）
② 12月 24 日（木）、25日（金）に、下記に
て電話で受付

※ 1組で複数の申し込みはできません。

◆プラネタリム◆◆プラネタリム◆
星空解説と新番組「ヤドカリくん、ほしをみに」星空解説と新番組「ヤドカリくん、ほしをみに」
【とき】1月 5日（火）、6日（水）
　午前の部11:00～ 午後の部14:00～（約50分）
【定員】各回約 80人程度
【観覧料】高校生以上200円、4歳～中学生100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
※事前予約可（各回 30人程度）12月 28日（月）、
1月 4 日（月）、1月 5 日（火）、観覧希望日
の前日までに電話で受付
問 科学教育センター ℡ 83-6611

市民“いちご”ホール自主事業市民“いちご”ホール自主事業

よしもとお笑いライブよしもとお笑いライブ
~新春到来初笑い~~新春到来初笑い~ in真岡2021in真岡2021
【出演者】パンクブーブー、バン
ビーノ、ゆにばーす 他出演

【とき】令和 3年 1月 17日（日）
　〔開場〕午後 6時
　〔開演〕午後 7時
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【入場料】全席指定
　前売り 4,000 円、当日 4,500 円
◆当日券は前売りが未完売の場合のみ販売
◆ 5 歳以上有料、4歳以下膝上無料
　席が必要な場合は有料
◆よしもとライブのHP「感染症予防対策のご案
内」を来場前に確認ください。

【プレイガイド】
〔チケットよしもとWEB〕 https://yoshimoto.
funity.jp/

〔市民“いちご”ホール〕12月 12日（土）午前
10時から下記にて電話で受付開始、つながり
にくい場合は℡82-7151
問 市民“いちご”ホール ℡ 83-7731

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を心がけ、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。

●隣接の田畑に飛散しないようにしましょう。
問 農政課農政係 ℡ 83-8137 

やガ
へ移


