
問 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
「令和 3年度 行政組織機構の改編」について
もおかインフォ
「こどもの医療費」について
「コロナ禍における自殺の現状」について
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◆コットンタイム
「第 19回 荒町寄席」
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◆わくわく体操
3 月のテーマ「ながら運動」

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
「未定」

【3 月 8日（月）～ 3月 14日（日）放送内容予定】

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。

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。
【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

にのみやカフェにのみやカフェ
【とき】3月 18日（木）午前 10時～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター　3階301会議室

あおぞらカフェあおぞらカフェ
【とき】3月 22日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】真岡市役所青空ステーション
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

3 月に 70 歳を迎える方へ3 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
　3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 26年 3月 31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
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）に 1回の
みです。3月に申請された方への温泉券の交付
枚数は、1枚（1カ月分）です。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

ひとり暮らしに不安を
抱える高齢者の方抱える高齢者の方
ハローコールをハローコールを
利用しませんか利用しませんか

　ボランティアの日赤地域奉仕団が、在宅の 65
歳以上のひとり暮らしの方に対し、毎週木曜日
に電話による安否確認を行います。
【対象】市内在住の、65 歳以上のひとり暮らし
の方で、介護保険サービスや緊急通報システ
ム、社会福祉協議会が実施する配食サービス
を利用していない方
※ご希望の方は、下記へご連絡ください。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

真岡市まちかど美術館 常設企画展真岡市まちかど美術館 常設企画展

北川民次 バッタの世界北川民次 バッタの世界
　市所蔵の久保コレクション
から、北川民次が描いた人間味
にあふれた表情を見せるユー
モラスなバッタの世界を紹介
します。
【開催期間】5月 5日（水・祝）まで
【休館日】火曜日（5月 4日は祝日のため開館）
【入館料】無料
※駐車場は真岡信用組合荒町支店西側の駐車場
（無料）をご利用ください。
問 真岡市まちかど美術館 ℡ 080-8736-3984
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Weekly NewsWeekly News

令和3年3月5日発行

総務部情報政策課広報広聴係 編集（第 2815 号）
℡ 83-8100  FAX83-5896

12：00 ～ 12：30　/　19：00 ～ 19：30（再放送）
3/8（月） 3/9（火） 3/10（水） 3/11（木） 3/12（金）

障がい福祉計画に
ついて

姉妹校交流につい
て

防災について 自殺対策強化月間 WNもおか情報
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問 選挙管理委員会 ℡ 83-8190

真岡市長選挙立候補予定者真岡市長選挙立候補予定者
説明会説明会をを開催開催

　4月 25日（日）執行予定の真岡市長選挙の立
候補手続き等に関する説明会を開催します。
　立候補予定者（代理の方でも可）および同出
納責任者（就任予定者）は必ず出席してください。
　なお、出席者数は１立候補予定者につき、上
記の 2人までとします。事前審査の日程につい
ては、立候補予定者説明会の際に案内します。
【とき】3月 19日（金）午後１時 30分から
　（午後 1時 15分から受付）
【ところ】市役所本庁舎 3階 302 会議室

延長・休日窓口延長・休日窓口でで
原付バイク原付バイクとと農耕車等農耕車等のの

廃車受付廃車受付をを実施実施
　原付バイクと小型特殊自動車（農耕用含む）　原付バイクと小型特殊自動車（農耕用含む）
の夜間・休日異動（廃車等）受付を臨時的に実の夜間・休日異動（廃車等）受付を臨時的に実
施します。施します。
　軽自動車税は、4月 1日時点で所有している　軽自動車税は、4月 1日時点で所有している
方に年税で（1年分）課税されます。3月 31日方に年税で（1年分）課税されます。3月 31日
までに廃車や名義変更の手続きをしていないと、までに廃車や名義変更の手続きをしていないと、
令和 3年度分も課税令和 3年度分も課税されます。されます。
【とき】【とき】
《延長窓口》3月 24日（水）、26日（金）
　各日とも、午後 7時まで　各日とも、午後 7時まで
《休日窓口》3月 28日（日）《休日窓口》3月 28日（日）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分　午前 8時 30分～午後 5時 15分
【ところ】市役所税務課、二宮支所【ところ】市役所税務課、二宮支所
※※ 3月 28日（日）は税務課でのみ受付
【対象車種】【対象車種】
①原動機付自転車（125cc以下のバイク等）①原動機付自転車（125cc以下のバイク等）
②小型特殊自動車②小型特殊自動車
　（トラクター、コンバイン、フォークリフト等）　（トラクター、コンバイン、フォークリフト等）
※ 4輪の軽自動車や 126cc 以上のバイク等の　※ 4輪の軽自動車や 126cc 以上のバイク等の　
　手続きはできません。　手続きはできません。
※廃棄、譲渡以外の理由（一時抹消等）では、※廃棄、譲渡以外の理由（一時抹消等）では、
　廃車できません。　廃車できません。
※原付バイクのみ、ご当地ナンバー※原付バイクのみ、ご当地ナンバー
　への交換受付も併せて行います。　への交換受付も併せて行います。
問 税務課諸税係 ℡ 83-8112

金）金）

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/

問 商工観光課商業係 ℡ 83-8643

 新型新型コロナウイルスコロナウイルス感染症感染症
緊急対策資金緊急対策資金のの申申しし込込みはみは

おお早早めにめに！！
　本資金は、3月 31日実行分までで受け付けが
終了となります。申し込みから融資実行まで日
数がかかる場合がありますので、融資を希望す
る市内中小企業者の方は早めにご相談ください。
【相談先】市内金融機関（JA、労金を除く）
本資金の返済について見直しを行いたい方は、
取扱金融機関にご相談ください。据置期間の
延長、融資期間の延長、月々の返済方法の見
直しに柔軟に対応します。

令和3年度令和3年度
真岡市会計年度職員募集真岡市会計年度職員募集
● 家庭相談員　2人
【勤務内容】家庭相談事業、虐待通告対応業務等
● 保育士　2人
【勤務内容】保育業務
● 子育て支援センター指導員　1人
【勤務内容】子育て支援センターの運営（保育）等
● 社会福祉士　1人
【勤務内容】地域包括支援センター業務
● 認知症地域支援推進員　1人
【勤務内容】認知症対応力向上支援、相談支援等
● 保健師、助産師、看護師のいずれか　2人
【勤務内容】
　①子育て世代包括支援センターに関する業務
　②乳幼児健康診査事業に関する業務等※
● 保健師または看護師　1人
【勤務内容】新型コロナウイルスワクチン接種の
ための各種事務

共通事項
【勤務期間】
　令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日
※令和 3年 5月 1日～令和 4年 3月 31日
【申し込み】市HPに掲載している申込書に必要
事項を記入し、事前に連絡の上、下記窓口へ
本人が直接提出

※各職種の応募条件や詳細、その他職種
の募集などは市HPで最新情報をご確
認ください。
問 総務課人事給与係 ℡ 83-8099

市HPQRコード

真岡市奨学生真岡市奨学生をを募募集集
【募集期間】3月 19日（金）
　優秀な生徒・学生で、経済的理由により入学・
修学が困難な方に学資等を無利子で貸与し、広く
人材を育成することを目的としています。
【貸付資金】修学資金・入学資金
※対象者や貸付期間など、詳しくは
　市HPにて確認ください。
問 学校教育課総務係℡ 83-8180

市HP
QRコード


