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◆ JUMP UP もおか
トピックニュース
もおかインフォ
「真岡市の認知症施策」について

新型コロナウイルス新型コロナウイルスのの
感染予防感染予防をを継続継続しましょうしましょう
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◆コットンタイム
「第 20回 荒町寄席」

6:25
8:25
10:25
12:25

16:25
18:25
22:25

◆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
プロ直伝「みそづくり教室」

【3 月 29日（月）～ 4月 4日（日）放送内容予定】

ひとり親家庭医療費ひとり親家庭医療費
受給資格者受給資格者のの皆皆さまへさまへ

　令和 3年 4月受診分から、医療費の自己負担
（500円）が廃止となり、全額が助成されます。
※申請方法に変更はありません。

変更内容（令和 3年 4月受診分から）
月ごと、医療機関ごとに、保険診療分の自己
負担額を全額助成
※薬局・病院ともに全額助成
問 こども家庭課子育て支援係 ℡ 83-8131

保育士を目指す方へ保育士を目指す方へ

保育士等就職支援金交付事業保育士等就職支援金交付事業
　保育士等の養成施設の在学者で、卒業後に市
内の保育所等に就職する方へ月額 3万円を最大
で 24カ月交付します。
【募集期間】
　4月 1日（木）～ 5月 10日（月）
【定員】10人程度
※申請方法等は、市HPをご確認ください。
問 保育課施設管理係 ℡ 83-8461

市HPQR ｺｰﾄﾞ

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

中学校卒業式中学校卒業式
いちごチャンネル放送予定いちごチャンネル放送予定
学校名 放送日① 放送日② 放送日③ 時間
物部中 3/30（火）3/31（水）4/3（土）9:00
久下田中 3/30（火）3/31（水）4/3（土）15:00
長沼中 4/1（木）4/2（金）4/4（日）9:00
中村中 4/1（木）4/2（金）4/4（日）15:00
山前中 4/6（火）4/7（水）4/10（土）9:00
大内中 4/6（火）4/7（水）4/10（土）15:00
真岡西中 4/8（木）4/9（金）4/11（日）9:00
真岡東中 4/8（木）4/9（金）4/11（日）15:00
真岡中 4/13（火）4/14（水）4/17（土）9:00

●しっかりと手洗い・手指消毒を徹底しましょう。

　感染防止対策の徹底をお願いします。

●会話の際は、マスクの着用を忘れずに！
　会話する＝マスクする

問 健康増進課健康支援係 ℡ 81-6946

公共下水道公共下水道にに接続接続してして
井戸水井戸水をを利用利用しているしている方方へへ
　公共下水道とは、主に市街地の汚水を処理す
る施設です。
　公共下水道に接続して井戸水を利用している
方は、お住まいの世帯人数を基に下水道使用水
量を算定し、使用料金を決定しています。
●下記の場合には、下水道課へご連絡ください。
　①世帯人数の変更があった場合 ②井戸水を新
設した場合 ③井戸水の使用をやめた場合  など

【注意事項】
　使用水量を変更できるのは、連絡があった時点
からとなります。連絡が遅れたことか
ら生じる料金の返還、変更はできませ
ん。なお、農業集落排水をご利用の世
帯は、 算定方法が異なります。
問 下水道課業務係 ℡ 83-8160

詳しくは
市HPにて

「2021-2022もおか子育て「2021-2022もおか子育て
ガイドブック」広告募集ガイドブック」広告募集

　子育て世代の生活応援情報誌「2021-2022 も
おか子育てガイドブック」を発行するにあたり、
掲載広告を募集します。
　これは、真岡市が㈱サイネックスと官民協働
で発行するもので、子育て世代を対象とした冊
子となります。広告募集のため、同社が 3月か
ら市内事業所等を訪問しますので、ご協力をお
願いします。なお、訪問時に広告料を請求する
ことはありません。
【発行予定】令和 3年 7月
広告募集に関すること
㈱サイネックス栃木支店 ℡ 028-632-9711
「もおか子育てガイドブック」に関すること
子育て支援センター ℡ 84-1545

●混雑する時間をずらすなど、3密を避け、
　1人 1人が感染防止対策を意識しましょう。
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《スポーツ安全保険にご加入ください》
　加入団体が活動中に起きた事故（活動場所への移
動を含む）に対し、保険金が支払われます。
【加入対象】スポーツ・文化・ボランティア・地域活
動を行う 4人以上の社会教育関係団体

【保険の種類】傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭
費用保険

【保険期間】加入日～令和4年3月31日（毎年度更新）
※令和 2年度加入団体には、代表者宛てに申込書が
届きます。新規加入を希望する団体は、下記窓口
にある申込書をご利用ください。
問 スポーツ振興課 ℡ 84-2811

スポーツ少年団登録受付スポーツ少年団登録受付
【登録対象】年間を通じて小中学生を中心にスポー
ツ活動を展開しているクラブ（原則20歳以上
の指導者2人および10人以上の団員が必要）

【登録料】1人につき、指導者 1,000 円、スタッ
フ 1,000 円、団員 600円

【活動内容】市内交流大会や指導者講習会の実施、
県交流大会への参加、県の交流大会派遣費の一
部補助、県内や全国の仲間との交流事業　など

【申込方法】登録申請書は下記窓口に設置してあ
ります。また、令和 2年度登録団体には日本
スポーツ少年団から申請書が送付されます。
※申請書を提出した後、案内に沿ってウェブ登
録をお願いします。

【申込期限】4月 30日（金）

東京2020オリンピック東京2020オリンピック
聖火リレーに伴う交通規制聖火リレーに伴う交通規制
真岡市内での東京 2020 オリンピック聖火リ

レーの実施に伴い、交通規制を行います。詳し
くは、市HPをご確認ください。
【とき】3月 28日（日）午後4時 30分
　頃～6時10分頃（予定）
【交通規制の場所】高寺歩道橋～真岡駅
　～北真岡駅～御前交差点付近
問 国体・障害者スポーツ大会推進室 ℡ 81-7676
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令和3年度令和3年度 国民年金保険料 国民年金保険料
学生納付特例制度学生納付特例制度

　学生納付特例制度とは、所得が一定額以下の
場合に、申請により保険料の納付が猶予される
制度です。猶予を希望する方は、下記窓口にて
申し込みください。
【用意するもの】
①個人番号が確認できるもの（個人番号カード・
通知カード等）または、基礎年金番号が確認
できるもの（年金手帳等）

②学生証（コピー可※両面をコピー）または在
　学証明書（原本）
【受付開始】4月 1日（木）から
● 3 月末に日本年金機構から、はがき形式の申
請書が届いた方

　令和 3年度も引き続き在学予定であった方に
対してはがきが届きます。同一の学校に在学し
ている方は、届いたはがきに必要事項を記入し
投函することで、令和 3年度の申請が可能とな
ります。
問 国保年金課国民年金係 ℡ 81-3534　
 　二宮支所 ℡74-5004
　 宇都宮東年金事務所 ℡ 028-683-3211

広報もおかでお店を紹介しませんか広報もおかでお店を紹介しませんか

「市内「市内のの飲食店紹介飲食店紹介コーナー」コーナー」
協賛店募集協賛店募集

　「広報もおか」では、市内の飲食店を紹介する
コーナーを企画しています。
【掲載事項（予定）】
・お店の紹介文
・住所や営業時間などの基本事項
・おすすめのメニュー
　（プレゼント抽選の賞品を含む）
・料理や内観・外観の写真など
【条件】
①市内に店舗等を有し、日常的に営業している
　事業者であること
②ランチ、テークアウトに
　対応している店舗であること
③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
④市税等を完納していること
【申し込み】市HP掲載の申込書また
　はロゴフォームに必要事項を記入
　し、下記へ申し込みください。
問 情報政策課広報広聴係
　 ℡ 83-8100 FAX83-5896　
 　Eメール：kouhou@city.moka.lg.jp

ロゴフォーム
QRコード

市HPQRコード


