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ラジオ保健室 市からのお知らせ 図書館 空き家バンクにつ
いて
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　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
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◆ JUMP UP もおか
トピックニュース
もおかインフォ
「英検漢検の助成について」
「コラボーレもおか」
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◆コットンタイム
第 56回 真高定演
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◆わくわく体操
6月のテーマ「家の中で運動しよう！」

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
真岡女子高等学校
令和 3年度 第 54回『荒城の月～幻想～』

【6 月 21日（月）～ 6月 27日（日）放送内容予定】

15:00 真岡小学校　6/22、6/23、6/26
◆小学校入学式

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

◆行政相談　行政への意見・要望
6日（火）

9:30 ～ 11:30 二宮コミュニティセンター

13 日（火）
9:00 ～ 12:00 総合福祉保健センター

◆人権相談　虐待・DV・差別
13日（火）
9:00 ～ 12:00 総合福祉保健センター

◆法律相談　（真岡市民に限る）
13日（火）

10:00 ～ 12:00
6/25（金）8:30～予約受付

総合福祉保健センター

◆心配ごと相談
6、20、27日（火）
9:00 ～ 12:00

※電話相談可（℡82-8844）
　受付時間9:00～11:30

総合福祉保健センター

13 日（火）
9:00 ～ 12:00 市公民館二宮分館

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

料金無料
秘密厳守 7 月の各種相談日

お子さまの発育・養育でお悩みの方へお子さまの発育・養育でお悩みの方へ
教育相談会教育相談会をを実施実施しますします
就学前・小・中学校のお子さまとその保護者

を対象に教育相談を実施します。
《 相談内容 》《 相談内容 》
　言葉がはっきりしない、友達と遊べない、話
がうまくできない、落ち着きがなくじっとし
ていられない、集団になかなか入れないなど

【とき】7月 27日（火）
　① 9:30　② 11:00　③ 13:00　④ 14:30
【ところ】市公民館二宮分館
【担当者】小・中学校教員、こども家庭課職員、
ひまわり園職員、市心理相談員等

【申込方法】各幼稚園、保育所（園）、小学校、
中学校で配布の申込書を下記へ持参または郵
送、担任の先生に提出、電話で直接連絡のい
ずれかの方法で申し込み

【申込期限】7月 1日（木）まで　
問 〒 321-4395　真岡市荒町 5191 番地
　 学校教育課指導係 ℡ 83-8181

介護保険介護保険のの負担限度額負担限度額
認定申請認定申請をを忘忘れずにれずに

◎負担限度額認定とは
　施設入所や短期入所を利用している低所得者
に対する食費・居住費の負担軽減制度です。

《 既に負担額認定証をお持ちの方 》
【有効期限】7月 31日 ( 土 ) まで
　利用継続予定の方は再度申請が必要です。制
度改正に伴い非該当となる可能性があります。
※詳細は 6月中旬頃通知予定
【対象者】
　令和 3年 8月の制度改正に伴い、下記条件の
いずれかに該当する方が対象
◆生活保護を受給している方
◆世帯全員市民税非課税で下記①～③に該当の方
対象者の年金＋その他所得 預貯金

① 80万円以下 650万円
② 80万円超～ 120万円以下 550万円
③ 120万円超 500万円
※年金や所得については年額での計算
※配偶者がいる場合は上記預貯金額に 1,000 万
円を加算

【対象費】
◆介護保険施設における食費と居住費
◆短期入所サービスにおける食費と滞在費
※グループホーム入所者、小規模多機能型施設、
通所介護、通所リハビリテーションの利用者
は対象外

【申請場所】いきいき高齢課
　または二宮支所福祉国保窓口
【申請に必要な物】
◆預貯金通帳等（本人・配偶者の
ものすべて )
※最新の状態に記帳してお持ちく
ださい。
問 いきいき高齢課介護保険係 ℡ 83-8094

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

【掲載事項】
・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、テークアウトなどに対応し
ている店舗であること
③おおむね 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】市情報政策課HP掲載の
申込書または応募フォームに必要
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

応募フォーム

市情報政策課

ごご存知存知ですかですか？障害基礎年金？障害基礎年金
◎障害基礎年金とは
　国民年金加入中に初診日がある病気やケガが原
因で障害を負い、日常生活に著しく支障をきた
した場合に受給することができる年金です。

《 受給資格 》《 受給資格 》
　障害認定日（初診日から 1年 6カ月が経過し
た日、またはその期間内に症状が固定した日）
において、障害等級の1級・2級に該当した場
合、障害基礎年金を受け取ることができます。

※ただし、国民年金保険料の納付要件（初診日時点
における国民年金保険料納付期間等）を満たして
いることが条件
※障害認定日が 20 歳前の場合は、20 歳到達日
　が障害認定日
 《 請求手続き 》
　各種添付書類が必要です。まずは下記へ問い
合わせください。
◆医療機関が作成した診断書
◆初診日証明書　等
※なお、障害の状況等により請求が却下される　
場合があります。
問 国保年金課国民年金係 ℡ 81-3534
　 二宮支所 ℡ 74-5004

真岡市役所本庁舎真岡市役所本庁舎
障障がいがい者支援施設等製品者支援施設等製品をを

販売販売していますしています
市内の障がい者支援施設等による販売コー

ナー「ひるともマルシェ」では、日替わりでパ
ンやお菓子、お弁当、野菜などを販売して
います。
【とき】月曜～金曜日の正午前後
　（販売のない日もあります）
【ところ】市役所本庁舎１階
　市民ロビー南側
※販売の予定表を市社会福祉課HP　
　に掲載しています。
問 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129

市社会福祉課

小・中学校運動会小・中学校運動会
いちごチャンネル放送予定いちごチャンネル放送予定
学校名学校名 放送日①放送日① 放送日②放送日②
久下田小 6/30（水） 8:00 7/3（土）15:00
真岡西中 7/1（木） 8:00 7/4（日） 8:00
久下田中 7/2（金） 8:00 7/4（日）15:00


