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◆ JUMP UP もおか
トピックニュース
もおかインフォ
「環境月間」
「出会い結婚サポートセンター」
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◆コットンタイム
「第 21回荒町寄席」
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◆わくわく体操
5月のテーマ「ウォームアップとストレッチ」

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内

6:30
8:30
12:30
18:30
22:30

◆いちごショートケーキ
「親子で卓球教室」

【5 月 31日（月）～ 6月 6日（日）放送内容予定】

◆小学校入学式
9:00 長田小学校　　6/1、6/2、6/5
西田井小学校　6/3、6/4、6/6

15:00 中村小学校　　6/1、6/2、6/5
山前小学校　　6/3、6/4、6/6

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

◆感染された方やその家族などに対する差別、
誹謗中傷等は、決して許しません！

◆医療従事者をはじめ、わたしたちの健康やく
らしを支えるために奮闘されている方々に
心から感謝し、エールをおくります！

◆県外から来られる方々を非難せず、お互いに
尊重し合います！

◆県民の皆さまとともに、互いの立場
をおもいやる心とやさしさを忘れ
ず、新型コロナとの闘いを乗り越え
ていきます！

　新型コロナは、誰もが感染しうる病気です。私
たちが闘っているのは、ウイルスであり、人では
ありません。県と市町は、県民の皆さまと一緒に、
大切な人やくらしを守るため、“おもい
やり”と“やさしさ”を持って、新型コ
ロナとの闘いを乗り越えていくことをこ
こに宣言します。

問 栃木県人権・青少年男女参画課
人権施策推進室 ℡ 028-623-3027
社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943 
健康増進課地域医療係 ℡ 81-6946 

新新型コロナとの闘いを乗り越える型コロナとの闘いを乗り越える
オールとちぎ宣言オールとちぎ宣言

二宮体育館の利用を二宮体育館の利用を
　　再開します　　再開します

　耐震改修工事に伴い休館していた二
宮体育館の利用を 6月 1日（火）から
再開します。
　施設の空き状況等は下記へ問い合わせください。
問 二宮体育館 ℡ 74-3177

20 歳になったみなさまへ20歳になったみなさまへ
国民年金の加入は国民年金の加入は
お済みですか？お済みですか？

　日本国内に居住している 20歳以上 60歳未満
の方は、国民年金の被保険者（加入者）
となります。20歳になったときの手続
きを説明する動画が、日本年金機構の
HPで公開されていますので、ぜひご確
認ください。
問 国保年金課国民年金係 ℡ 81-3534

日本年金機構

オールとちぎ宣言

市議会 ６月定例会日程市議会 ６月定例会日程

６６
月月

7日（月）10:00 ～ 開会
14日（月）10:00 ～ 質疑・一般質問
15日（火）10:00 ～ 質疑・一般質問
16日（水）10:00 ～ 質疑・一般質問（予備日）
17日（木）10:00 ～ 民生文教常任委員会
18日（金）10:00 ～ 産業建設常任委員会
21日（月）10:00 ～ 総務常任委員会
23日（水）10:00 ～ 閉会

31日（月）10:00 ～ 議会運営委員会5月5月

真岡市男女共同参画推進事業者真岡市男女共同参画推進事業者
表彰制度表彰制度にに応募（推薦）応募（推薦）してくださいしてください
　積極的に男女共同参画の推進のために取り組
んでいる事業者を表彰し、広く市民や事業者の
皆さんに紹介しています。
【対象】次のいずれかの取り組みを行っている
市内の事業者（企業、個人事業者、自治会、
PTA、市民団体等）
①性別にとらわれない能力活用や職域拡大のた
　めの取り組み
②仕事と家庭生活、その他の活動との両立を支
　援するための取り組み
③男女の人権に配慮した、働きやすい、または
　活動しやすい環境づくりのための取り組み
④前各号に定めるもののほか、男女が共同して参画
　することのできる環境づくりのための取り組み
【応募（推薦）方法】真岡市男女共同参画推進事業
者表彰応募（推薦）書（様式第 1号）と事業
概要が分かるパンフレット等の資料を添えて、
下記窓口へ提出

【応募（推薦）期間】5月 28日（金）～7月 9日（金）
※ 7月 9日（金）必着
問 市民協働推進室 ℡ 83-8141

問 議事課 ℡ 83-8176

真岡市男女共同参画審議会真岡市男女共同参画審議会
委員委員をを公募公募しますします

広く市民の意見を反映した男女共同参画社会
の形成を図るため、真岡市男女共同参画審議会
委員（任期 2年）を公募します。男女共同参画
の推進に関する重要な事項について審議します。
【応募条件】
①年齢 20歳（令和3年4月1日現在）以上の方
②真岡市に引き続き 1年以上住所を有する方
③平日の昼間に会議に出席できる方（年3回程度）
【公募委員数】5人程度
【応募方法】応募動機を 400 字程度にまとめ、
氏名、住所、性別、年齢、連絡先等の電話番号、
職業を明記したものを下記へ郵送、FAXまた
は Eメールで送付（応募書類返却不可）

【応募締切】6月 30日（水）必着
　※選考結果は応募者に通知します。
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　 真岡市総合政策部市民協働推進室
　 ℡ 83-8141 ℻   83-5896
　 E メール：shiminkyoudou@city.moka.lg.jp

消費生活消費生活にに関関するする相談窓口相談窓口

お近くの消費生活相談窓口を案内し、消費生活
相談の最初の一歩をお手伝いします。一人で悩
まず、まずは相談ください。

　消費者トラブルや新型コロナウイルス感染症
に関連したトラブルの解決を支援します。
◆悪質商法等による被害にあった
◆ある製品を使ってけがをしてしまった
◆「新型コロナワクチンが接種できる。後日全額
返金されるので10万円を振り込むように」と
の不審な電話がかかってきた　など
問 くらし安全課交通防犯係 ℡ 83-8110

南高岡地区南高岡地区
土砂災害防災避難訓練実施土砂災害防災避難訓練実施
【とき】6月6日（日）午前9時～午前11時（予定）
【ところ】南高岡地域公民館※小雨決行・荒天中止
※訓練の案内について、防災行政無線は、南高
岡地区に限定して放送しますが、
防災ラジオ（ＦＭもおか）は市内
全域での放送となります。

【内容】情報伝達訓練、初期消火訓練
など
問 くらし安全課危機管理係 ℡ 83-8396

　感染防止対策の徹底をお願いします。

新型コロナウイルス新型コロナウイルス
感染症を予防感染症を予防しましょうしましょう

●会話の際は、マスクの着用を忘れずに！

●混雑する時間をずらすなど、  3密を
避けましょう。

●こまめに換気し、適切な湿度を保ちましょう。

●体調が悪いときには、 仕事を休み
ましょう。

≪次のような場合には感染リスクが高まります≫
飲食を伴う懇談会等、大人数や長時間に及ぶ飲
食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、
居場所の切り替わり

消費者ホットライン１８８（局番なし）

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。

6月6月はは
土砂災害防止月間土砂災害防止月間ですです
みんなで防ごう土砂災害みんなで防ごう土砂災害

　土砂災害から大切な家庭を守るた
め、日頃から気象情報に注意し、避
難場所を確認するなど、土砂災害に
備えましょう。
問 真岡土木事務所 ℡ 83-8304
　 くらし安全課危機管理係 ℡ 83-8396


