
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

科学教育センター科学教育センター
★科学の広場★★科学の広場★

「水せいペンの色を分けてみよう」「水せいペンの色を分けてみよう」
【とき】3月 6日（土）
　午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小・中学生　先着 12人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【参加費】子ども 1人につき 100円
【申し込み】2月 25日（木）～ 26日
（金）に下記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）
問 科学教育センター ℡ 83-6611

●野生のきのこ・たけのこ・山菜を採取、販売
　する方へ
　原子力災害対策特別措置法に基づき放射性物質に
よる出荷制限区域で採取されたものは販売できませ
ん。また、出荷制限区域外で採取されたものは、販
売前に検査により安全性を確認することが必要であ
り、県で実施した放射性物質モニタリング検査も利
用できます。検査結果は栃木県HPで「作物別モニ
タリング」で検索できます。販売の際は、正しい「産
地（市町名）」と「野生」の表示を徹底してください。
なお、出荷制限については栃木県HPで「出荷制限」
で検索できます。【問い合わせ】＜野生のきのこ、山
菜について＞県東環境森林事務所℡ 81-9004 ＜食
の安全について＞県東健康福祉センター℡ 83-7220

若手演奏家支援事業若手演奏家支援事業
高松 真紀高松 真紀 クラリネットリサイタルクラリネットリサイタル
【とき】3月 6日（土）午後 2時開演（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール
【チケット】全席指定、現在予約受付中
　◆大人 1,000 円
　◆小人（高校生以下）500円 
　（未就学児の入場不可）
下記窓口または電話にて予約ください。

【プレイガイド】市民“いちご”ホール
　℡ 83-7731
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

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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◆ JUMP UP もおか
トピックニュース
ようこそ市長室へ
「中高生向け定住促進パンフレットの作成」
について
もおかインフォ
「女性の健康週間と女性がん検診」について
コラボーレもおか
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◆コットンタイム
「劇団らくりん座公演あらしのよるに～ひみつの
ともだち～」
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◆わくわく体操
2 月のテーマ「転倒予防」
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◆いちごショートケーキ
「未定」

【2 月 22日（月）～ 2月 28日（日）放送内容予定】

◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
2/26（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ☎82-8844

9日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談
※電話相談可（☎82-8844）
受付時間 9:00 ～ 11:30

2、16、23日（火）
9:00 ～ 12:00

人権相談 虐待・DV・差別 中止
行政相談 行政への意見･要望 中止
◆二宮コミュニティセンター

行政相談 行政への意見･要望 中止
◆市公民館大内分館

心配ごと相談 9日（火）9:00～12:00
（最終受付 11:30 まで）

人権相談：社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943
行政相談：情報政策課広報広聴係 ℡ 83-8100
そ の 他  ：社会福祉協議会 ℡ 82-8844

料金無料
秘密厳守 3月の各種相談日

12：00 ～ 12：30　/　19：00 ～ 19：30（再放送）
2/22（月） 2/23（火） 2/24（水） 2/25（木） 2/26（金）

正しい猫の飼い方
推進月間

市からのお知らせ 図書館 もおかぴょんの真
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FMもおかHPFMもおかHP
で確認できますで確認できます

『空き家バンク』『空き家バンク』をを
利用しませんか　利用しませんか　

物件情報を見たい方

　空き家バンクホームページ、市建設課
窓口で情報をご覧になれます。
空き家を利用したい方

　詳しい情報を知りたい方や物件の内
覧をしたい方は「空き家バンク」の利
用登録をしてください。物件の新規公
開のお知らせもします。
※リフォーム工事に 50万円を補助します
　さらに、 子ども1人につき10万円を加算
空き家をお持ちの方

　空き家を求めている方に“住まい”
や“思い出”を引き継ぐ「空き家バンク」
に物件登録し、利活用しませんか。登
録された物件は、市がホームページ等
で情報発信します。
※家財道具処分に 10万円を補助します

◎空き家バンクへの利用登録・物件登録は無
料です
◎契約交渉は、栃木県宅地建物取引業協会か
ら推薦を受けた市内の宅地建物取引業者が仲
介します

問 建設課建築係 ℡ 83-8150

物件情報HP
QRコード

利用登録HP
QRコード

物件登録HP
QRコード 女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）

集団検診追加日程集団検診追加日程
　女性がん検診（子宮がん・乳がん）を
受けていない市民の方のために、集団検
診を追加で実施します。検診は、集団か
施設のどちらか年度内 1回です。
募集日程 受付時間 実施会場
2/28（日） 8:30 ～ 10:30

総合福祉保健
センター3/1（月） 13:00 ～ 14:00

3/5（金） 13:00 ～ 14:00
※ 2/28、3/5 は、ヤング検診対象者も受診可

健診の種類健診の種類 対象者対象者
3/13/1

対象者対象者
2/28・3/52/28・3/5

自己自己
負担金負担金

子宮頸がん検診

40歳以上

20歳以上 400円
乳がん検診

（超音波・マンモグ
ラフィ） 30歳以上

400円

骨密度検診 100円
※骨密度検診は、同時に女性がん検診を受ける方のみ
【申し込み】下記にて電話で受付
問 健康増進課成人健康係 ℡ 83-8122

市HP
QRコード

たい肥・チップたい肥・チップのの無料配布無料配布
【ところ】真岡市リサイクルセンター
◆通常配布日◆
【とき】月曜～金曜日（祝日含む）
　10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
※火曜～金曜日は、事前予約した方に限りホイー
ルローダーでの積み込み補助を行います。予
約は、真岡市リサイクルセンターにて電話で
受け付けします。（混雑状況により、ご希望に
沿えない場合があります）
◆特別配布日◆
【とき】2月 21日（日）、3月 21日（日）
　10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
※予約不要でホイールローダー
　での積み込み補助を行います。
問 環境課ごみ減量係 ℡ 83-8126
　 真岡市リサイクルセンター ℡ 81-5045
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真岡市芸術鑑賞会映画会 中止真岡市芸術鑑賞会映画会 中止
　2月 20日（土）に予定していた「真岡市芸術
鑑賞会映画会」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す。
問真岡市芸術鑑賞会事務局 （文化課）℡83-7732

利用補助券の使用期限は利用補助券の使用期限は
3月 31 日です！3月 31 日です！

　下記の「2020 年度真岡井頭温泉・あぐ里っ
娘・道の駅にのみや利用補助券」の使用期限は、
3月 31日（水）です。忘れずにご利用ください。
特定健診受診者

わくわくプレゼント
（国保の方のみ）

問 健康増進課成人健康係 ℡ 83-8122

ちゃれんじ60歩こうか
真岡プラス1事業
（達成した方）

市税等納期限《２月》市税等納期限《２月》
①国民健康保険税（第 8 期）
②後期高齢者医療保険料（第 8 期）
③介護保険料（第 8 期）
【納期限・口座振替】3月 1日（月）
①税務課市民税係 ℡ 83-8113
②国保年金課保険税係 ℡ 83-8594 
③いきいき高齢課介護保険係 ℡ 83-8094
納付・口座振替：納税課収納管理係 ℡ 83-8115

もおか
Weekly NewsWeekly News

令和3年2月19日発行

総務部情報政策課広報広聴係 編集（第 2813 号）
℡ 83-8100  FAX83-5896

付いてますか？ 付いてますか？ 住宅用火災警報器住宅用火災警報器
　住宅用火災警報器は、全ての住
宅に設置が義務付けられています。
　住宅用火災警報器とは、天井や
壁に取り付け、火災時に発生する
煙や熱を早期に発見し、警報音や音声で火災を
知らせる器具です。
　既に設置されている住宅は、定期的に作動確
認をしましょう。
　詳しくは、下記まで問い合わせください。
問 芳賀地区広域行政事務組合
　 消防本部 真岡消防署 ℡ 82-3161



テークアウトの情報は市HPで随時更新しています。食べチケ第 2
弾の取り扱い店舗でテークアウト情報の掲載を希望される場合は、
商工観光課商業係 ℡ 83-8643 へ情報提供をお願いします。
（右）市HP「新型コロナウイルス感染症関連情報→テークアウト等で飲食店を
　　  応援しよう」QRコード

食べチケを使用できるお店には、テークアウトに対応してい
るところもたくさんあります。食べチケやテークアウトを積
極的に利用し、市内の飲食店を応援しましょう！
※チケットの販売は終了しています。
※取り扱い店舗一覧は「令和3年2月3日現在」の情報です。

【食べチケ利用期間】5月 9日（日）まで

「もおか食べチケ 第２弾」取り扱い店舗一覧
店　舗　名 所　在　地 テーク

アウト 電話番号

憩いのBAR　HOT HEART 荒町４-31- ４ ○ 84-5088
居酒屋 あらかると 荒町２-7-6 ○ 84-6458
居酒屋朋 荒町 2-14-16 82-3478
居酒屋 ふじ 荒町 3-12-17 84-8333
いちむら 荒町 1040 84-4748
whisky ＆ cocktail BAR nakano 荒町 3-37-1 ○ 090-8777-7298
お好み焼 ARIGATO 荒町 1039-1 ○ 81-5646
会館 荒町 1078-3 ○ 82-1444
カプリティオ 荒町 3-40-16 ○ 84-6668
甘味処もめん茶屋 荒町 2165-1 ○ 81-7125
亀寿庵 荒町 2-10-5 ○ 84-5531
喫茶 ロクガツ 荒町 5179-3 ○ 81-5888
けやき会館 荒町 1203 けやき会館 ○ 82-7777
Go Ahead（ゴーアヘッド） 荒町1099-4 助川店舗6号 ○ 77-4299
魁飯店 荒町 1196-3 ○ 84-7288
酒菜厨房 みの吉 荒町 2-2-12 83-5527
幸手屋そば店 荒町 2173 ○ 82-2671
志奈乃そば店 荒町 3-45-3 ○ 84-2863
志穂 荒町 1039-1 84-7709
鮨はん 荒町 1039-1 ○ 090-1468-6797
創作料理とレモンサワーのお店 結び 荒町 3-47-15 ○ 81-3707
たちかわ食堂 荒町 3-43-18 ○ 84-0848
中華のわこう 荒町 4-23-21 ○ 82-2468
中国美菜たんぼ 荒町 5133-5 ○ 82-3018
Trattoria COCORO 荒町 1105-1 ○ 84-8008
鳥料理 串焼き わりき 荒町 5121-1 ○ 83-4279
とんかつ定 荒町 5137-3 ○ 84-5125
ナイトパブ日向 荒町 3-47-1 82-9117
なが勢 荒町 2056 ○ 82-3114
和（なごみ） 荒町 1180-13 ○ 81-3753
ひげた商店 京 荒町 3-17-17 ○ 82-2421
ひもの屋 Cafe&Bar 荒町 1095-19 070-4127-8491
MAKI 荒町 1039-1 New門前Ａ 090-2665-3132
ミドリ食堂 荒町 1040 ○ 82-2346
ミュージックサロン ミネルバ 荒町 2-5-16 82-2689
麺屋 祥元 荒町 4-23-1 ○ 85-0531
ラーメンダイニング すずらん 荒町 1096 ○ 82-2609
和食処潤彩 荒町 3-37-5 83-7200
カフェ オリーブ 東光寺 2-3-25 090-4241-3348
居酒屋鈴 田町 1048-10 84-0303
そば処 花總 田町 6-15 ○ 090-1994-9590
旬彩酒 BAR 樂 田町 2198-1 ○ 82-3925
北海道らーめん 味噌之かんべ 田町 1565-2 ○ 81-6839
ホルモン将 田町 1058 大山ｺｰﾎﾟ 1F 84-6666
喫茶 ボナール 台町 2481 84-6288
旬菜 手塚や 台町 2416 82-2766
すし割烹ひろ 台町 2343 ○ 82-2616
たけそば 台町 4269 ○ 82-3557
立花 台町 3369 84-3374
鉄板焼ステーキうらら 台町 16-3 83-4129
菱屋 台町 11-9 ○ 81-5855
フォーシーズン静風 台町 11-8 ○ 82-3388
みやこそば店 台町 4165-2 ○ 82-2429
居酒屋亀 並木町 2-8-4 84-3046
居酒屋艫 並木町 2-20-11 ○ 82-5042
うな源（本館） 並木町 3-99-1 ○ 82-8003
ステーキ＆海鮮料理 青山 並木町 2-26-15 ○ 83-1117
ステーキ＆ワイン ウエストウッド 並木町 1-9-9 ○ 82-2558
お食事処三松 並木町 2-1-1 ○ 82-7671
Osteria Orvieto 並木町 1-9-5 ○ 81-3266
カリーハウス ピリピリ 並木町 3-30-1 ○ 84-5912
ｶﾚｰﾊｳｽ CoCo壱番屋 真岡並木町店 並木町 1-14-2 ○ 81-0117
祇園ラーメン 並木町 4-12-7 ○ 82-9595
CRADLE Italian X Spain Bar 並木町２-10-18 ○ 84-4446
小料理 下関 並木町 2-26-17 82-2226
海岬 みさき 並木町 2-26-14 ○ 84-1377
スナック 杏 並木町 2-10-7-102 070-4811-9490
とんかつ真八 並木町 2-7-6 82-6618
敦敦 並木町 2-7-1 82-9982
パブ ピュア 並木町 2-7-2 84-8228
みなとや食堂 並木町 1-12-14 82-2551
宮たこ 並木町 1-11-3 ○ 83-9181

店　舗　名 所　在　地 テーク
アウト 電話番号

みやたや 並木町 1-8-2 84-5917
ブラジル料理 ダ・ネイデ 並木町1-5-5 渡辺ビル1F ○ 83-5113
雅楼 並木町 3-27-6 ○ 84-3343
メルシー 並木町 2-9-5 080-7050-0405
モスバーガー真岡店 並木町 1-14-3 ○ 80-1385
森田屋 並木町 1-10-11 ○ 82-9110
やきとりや 並木町 2-7-12 85-8058
ラーメン居酒屋  千華 並木町 2-8-9 ○ 83-7166
らそす 並木町 2-20-16 ○ 81-5413
K takahashi 白布ケ丘 12-2 ○ 85-8660
居酒屋 つくし 熊倉町 4769-23 ○ 84-0319
出雲支店 熊倉町 4977-11 出前 84-2108
食彩 たくみ 熊倉町 3554-7 84-1365
モム・タジマハール 熊倉町 5105-12 ○ 83-9473
菊園寿司 熊倉 3-6-1 ○ 82-5075
すまいるぱぱ 熊倉 3-18-12 ○ 81-5852
焼肉 アリラン園 熊倉 1-30-4 83-8829
もんじ焼き ゆうゆう 寺久保 1-17-9 ○ 080-2090-8866
文々 大谷新町 15-6 ○ 83-5256
お好み焼き どんぐり 大谷本町 6-3 ○ 83-8300
讃岐手打うどん 丸まさ 大谷本町6-7 ｴｺﾉﾌﾟﾗｻﾞ大谷 ○ 81-6175
しりゅう 大谷本町6-3ｴｺﾉﾌﾟﾗｻﾞ大谷Ⅱ 1号 ○ 080-3415-5788
とまと 大谷本町 6-3 81-3367
手打蕎麦元禄 東郷 53-5 ○ 84-7345
文珍楼 東郷 612-1 84-7555
らあめん餃子くるくる 東郷 50-4 ○ 84-3454
手打ちそば かめやま 亀山 1-32-5 82-1796
ボルツァーノ 陽だまり 亀山 332-14 070-3824-2916
日本料理裕 上高間木 3-9-1 ○ 83-1110
焼肉 盧山 下高間木 1-11-5 83-9418
秋田居酒屋 千種 高勢町 2-36 82-6186
日本料理天八 高勢町 1-8 ○ 83-1952
浜勢 高勢町 1-206 ○ 84-3828
すし山法師 西田井 780-8 ○ 84-6676
カフェGEN 島 224 ○ 81-3858
いわしのまるやま 飯貝 2277-83 ○ 82-7675
魚誠 上大田和 1328-1 ○ 82-5948
井頭温泉チャットパレス 下籠谷 41 80-3311
うな源別館 下籠谷 2159 ○ 84-0789
セイロン フレーバー 下籠谷 4374-2 ○ 81-5021
美食 磊茘 下籠谷 2159-60 83-8398
真岡井頭温泉 下籠谷 21 83-8822
居酒屋 かあさん 寺内 1046-18 82-5035
そば処 清流 寺内 1547-2 ○ 84-2515
田吾作亭 寺内 1514-8 ○ 84-7218
そば処三好 若旅 1990-2 ○ 82-6304
新保 下大沼 1-25-16 出前 82-0875
さかなやさん 長田 1317 82-4824
ステーキ峰 長田 234 82-9323
武宮 長田 2-27-6 ○ 82-4044
天竜飯店 長田 234-12 ○ 84-5662
手打そば とちぎや 長田 1-12-1 83-7237
どんぶりや 長田 1676-3 84-8188
レストランきくりん 長田 603-3 82-1671
味処 吉恵 八木岡 401-7 ○ 83-5191
自家焙煎真岡珈琲ソワカフェ 八木岡 472-5 ○ 080-2331-6126
アルポルト 久下田 802 74-0090
一十百“かずとも” 久下田西 6-19 ○ 74-1551
壱番亭（二宮店） 久下田西 5-7 ○ 74-3161
桂屋 物井 1181-32 ○ 75-0702
九庵 久下田西 5-34 ○ 74-2635
ときの屋 久下田 958-1 ○ 74-0823
福ちゃん商店 さくら 4-5-7 ○ 81-3141
松喜 さくら 4-3-6 ○ 74-0130
らーめんの秀龍 さくら 4-1-25 ○ 74-1970
両国寿司 久下田西 1-33 ○ 74-0834

テークアウト実施店舗増加中！テークアウト実施店舗増加中！

まだまだ出会えるまだまだ出会える
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