
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

老人福祉タクシー券等老人福祉タクシー券等のの交付交付をを
3月 29 日（月）3月 29 日（月）から開始から開始

 老人福祉タクシー券 老人福祉タクシー券
【対象】市内在宅在住で 65歳以上の高齢者のみ
の世帯で、自動車（普通 ･小型 ･軽・バイク）
を所有および使用していない世帯

【交付枚数】申請月から月6枚の割合（年72枚まで）
 はり・きゅう・マッサージ券 はり・きゅう・マッサージ券

　はり・きゅう・マッサージの施術を受ける場
合に、料金の一部を助成します。
【対象】市内在宅在住の 70歳以上の高齢者、65
歳以上の寝たきりの高齢者（要介護度 4以上）
および65歳以上の重度身体障がい者（身障手
帳1・2級）

【交付枚数】申請月から2カ月に1枚の割合（年6枚まで）
 高齢者等外出支援事業利用券 高齢者等外出支援事業利用券

   リフト付きタクシーで外出する際に、利用できます。   リフト付きタクシーで外出する際に、利用できます。
【対象】【対象】市内在宅在住の 65歳以上の寝たきり高の 65歳以上の寝たきり高
齢者（要介護度 4以上）、重度の身体障がい者齢者（要介護度 4以上）、重度の身体障がい者
（身障手帳 1・2級）・知的障がい者（療育手帳（身障手帳 1・2級）・知的障がい者（療育手帳
A1･A2）の方A1･A2）の方

【交付枚数】申請月から月2枚の割合（年24枚まで）
申請に必要なもの

◎本人確認書類（運転免許証等）
※代理申請の場合は、対象者の署名と押印が必
要です。

交付日程・場所
◎◎市役所本庁舎 1階　いきいき高齢課
　3月 29日（月）から
◎二宮支所　福祉国保窓口◎二宮支所　福祉国保窓口
　4月 2日（金）から　4月 2日（金）から
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

●ウエルシア大谷新町店「ウエルカフェ」参加者募集
　認知症予防体操や脳トレ講座を開講します。お買
い物ついでに、ぜひご参加ください。【とき】4/1
（木）、5/6（木）、6/3（木）10:00 ～ 11:00（9:45
までに受付）【ところ】ウエルシア大谷新町店「ウ
エルカフェ」【問い合わせ】℡ 090-5219-4479（ウ
エルカフェコミュニティソーシャルワーカー田邊）

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《4月》サロン《4月》
日程等が変更になる場合がありますので、参加
の際は、市HPや問い合わせ先にて確認ください。
子育て支援センター・地域サロン開設日子育て支援センター・地域サロン開設日
と　こ　ろ 開設日・時間

第一子育て
支援センター

月～日（祝日除く）
9:00～11:30、12:30～16:15

第二子育て
支援センター

月～金（祝日除く）
9:00～11:30、12:30～16:15

二宮地域サロン
（二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

7・14・21・28日（水）
9:00～11:45

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（1・9日午後、
21・22・27日、祝日除く）
9:00～12:00、13:00～15:00

第一子育て支援センターの行事予定第一子育て支援センターの行事予定
28日（水）10:45～（予約制）こっこ　お誕生会

問 第一子育て支援センター ℡ 84-1545

第二子育て支援センターの行事予定第二子育て支援センターの行事予定
7日（水）10:45～（予約制）ぴよぴよ　お誕生会

問 第二子育て支援センター ℡ 84-4100

にのみや保育園子育て支援センターの行事予定にのみや保育園子育て支援センターの行事予定
2・9・16
23・30日（金）11:00～ 体育遊び

5日（月） 11:00～ リズム遊び

問 にのみや保育園子育て支援センター ℡73-2200

●令和3年度「協会けんぽ」の保険料率のお知らせ
　中小企業等で働く方やそのご家族が加入している
健康保険「協会けんぽ栃木支部」の令和 3年度の
健康保険料率は現在の 9.88％から 9.87％へ引き下
げとなります。また、介護保険料率は現在の 1.79％
から 1.80％へ引き上げとなります。変更時期は
令和 3年 4月納付分からとなります。詳しい内容
は、協会けんぽホームページにてご確認ください。
（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）【問い合わせ】
協会けんぽ栃木支部℡ 028-616-1692

とちまるショップとちまるショップ
「チャレンジ販売制度」「チャレンジ販売制度」

出品者募集中出品者募集中
　東京スカイツリータウン・ソラマチにある栃
木県アンテナショップ「とちまるショップ」では、 
県産品のさらなる商品力向上を目指し、県内の
事業者から募集した県産品を 3カ月間販売する
「チャレンジ販売制度」を実施しています。そこ
で得られた情報を事業者にフィードバックする
ことにより、首都圏での販売しやすい商品づく
りを支援しています。
　当該商品の本採用への切り替えは、売上状況やお
客さまの声を踏まえ、事務局で協議し決定します。
※応募方法等の詳細については、とちま
　るショップHPにて確認ください。
問 栃木県アンテナショップ事務局
　℡ 028-665-8800
　Eメール：info@tochimaru-shop.com
　商工観光課観光係 ℡ 83-8135 

とちまる
ショップHP 
QRコード

JCL ロードレースツアー 開催JCLロードレースツアー 開催
“カンセキ真岡芳賀ロードレース大会”“カンセキ真岡芳賀ロードレース大会”
　JCL（ジャパンサイクルリーグ）のロード
レースツアー開幕戦が井頭公園周辺にて開催さ
れます。交通規制が実施されますので、皆さま
のご理解とご協力をお願いします。なお、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、無観客の
開催となります。レースの様子は、JCL 公式
YouTubeチャンネルにてライブ配信を行います。
【とき】3月 27日（土）
※ブリッツェン出場レース午前 11時 15分から

【交通規制】午前 9時 30分【交通規制】午前 9時 30分
　　　　 ～午後 4時 30分　　　　 ～午後 4時 30分

問 サイクルスポーツマネージメント㈱ 
　 ℡ 028-611-3993
　 E メール：allez@blitzen.co.jp
 　総合政策課総合政策係 ℡ 83-8102

大会公式HP
QRコード

JCL 公式
YouTube
QRコード

　下記の区間で雨水管整備に伴う工事を
実施します。通行の際にはご迷惑をお掛
けしますが、ご協力をお願いします。

問 下水道課工務係 ℡ 83-8161 

舗装本復旧工事舗装本復旧工事をを実施

久下田西一丁目

市営さくら団地

ウエルシア

久下田駅前
どんとこい広場

【期間】【期間】
3月中旬～下旬（予定）3月中旬～下旬（予定）

施施

 4・5月の集団健診 4・5月の集団健診
過去 2年間（女性がん検診は昨年度）

に受診した方は申し込み不要です。
※詳細は、4月上旬配布予定の「特定健診・
　がん検診のお知らせ」をご覧ください。

生活習慣病健診生活習慣病健診
【受付時間】午前 8時～ 10時 30分

と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ

4
月
20日（火）、23日（金）、
26日（月） 総合福祉保健センター

21日（水）、22日（木）市公民館中村分館

5
月

6 日（木）、7日（金）、
10日（月）、14日（金）、
17日（月）

総合福祉保健センター

12日（水）、13日（木）市公民館真岡西分館
19日（水）、20日（木）長沼地域体育館

女性がん検診女性がん検診
【受付時間】午後 1時 30分～ 2時 30分

と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ
5
月
10 日（月）、19日（水）総合福祉保健センター
11日（火） 市公民館大内分館

共通事項共通事項
【受付】問診表（検診日の 1週間前ごろ送付）に
記載されている時間を確認し、指定の時間内
に受け付けしてください。

◎市で行う検診（集団、施設、人間ドック）は、
いずれか年度内 1回の受診となります。

◎新型コロナウイルス感染予防対策について、「集
団検診のお知らせ」に同封の書類でお知らせし
ますので、確認ください。また、延期・
中止となる場合があります。その際は、
迅速に対応するため、市HPや予約し
た方への個別連絡等でお知らせします。
問 健康増進課成人健康係（4/1から健康づくり係）
　 ℡ 83-8122

市HP
QRコード

QRコ ド

【とき】3月 21日（日）
　① 14:00 ～ ② 18:30 ～
　各回定員 550席を上限
【ところ】市民“いちご”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
※マスクの着用等、感染症対策をお願いします。
問真岡市芸術鑑賞会事務局 （文化課）℡83-7732

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会

「浅田家！」「浅田家！」

家庭でのマスクの捨て方家庭でのマスクの捨て方
　使用済みのマスクを捨てる際は、ポイ捨てな
どをせずに、 下記の「ごみの捨て方」の通り、も
えるごみとして出してください。

問 環境課ごみ減量係 ℡ 83-8126


