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7/26（月） 7/27（火） 7/28（水） 7/29（木） 7/30（金）

こども議会について 芳賀地区広域行政事務
組合の紹介（事務局長）

図書館 歴史教室について WNもおか情報
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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
「真岡ごはん＆インスタの導入」
「子育て 7つのサポート」
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◆コットンタイム
「もおかっ子をみん
なで育てよう条例制
定記念事業子育て応
援シンポジウム」
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◆わくわく体操
7 月のテーマ「自体重筋力アップ」

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
「中村八幡宮大神輿
修繕」

【7 月 26日（月）～ 8月 1日（日）放送内容予定】

熱中症対策をしましょう！熱中症対策をしましょう！
①暑さを避けましょう
②人と十分な距離（2m）をとり、
　適宜マスクを外しましょう
③こまめに水分を取りましょう

◆行政相談　行政への意見・要望
3日（火）

9:30 ～ 11:30 二宮コミュニティセンター

10 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
10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）
10日（火）

10:00 ～ 12:00
7/30（金）8:30～予約受付

総合福祉保健センター

◆心配ごと相談
3、17、24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

10 日（火）
9:00 ～ 12:00 市公民館山前分館

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 8 月の各種相談日

「熱中症警戒アラート」「熱中症警戒アラート」
を発表します！を発表します！

　栃木県内で熱中症リスクの極めて高い気象条
件が予測されたときに、『熱中症
警戒アラート』が発表されます。
防災行政無線でもお知らせします
ので、周囲への声かけや熱中症対
策を積極的に行いましょう。
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

市税等納期限《７月》市税等納期限《７月》
①固定資産税・都市計画税（第 2期）
②国民健康保険税（第 1期）
③後期高齢者医療保険料（第 1期）
④介護保険料（第 1期）
【納期限・口座振替】8月 2日（月）
問 ①税務課固定資産税係 ℡ 83-8114
　 ②③国保年金課保険税係 ℡ 83-8594
　 ④いきいき高齢課介護保険係 ℡ 83-8094
　 ♦納付・口座振替
　 納税課収納管理係 ℡ 83-8115

農作業農作業のことはのことは農業公社農業公社へへ
農業公社では、水稲の収穫・乾燥調整作業な

ど秋作業の申し込みを受け付けています。
【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考
　※ほ場条件等により異なります。
【申し込み】8月 31日（火）までに
下記窓口にて受付
問 真岡市農業公社 ℡ 83-9931

雷雷やや打ち上げ花火打ち上げ花火でで犬犬が
   逸走しないために   逸走しないために
　この時期「犬が雷や打ち上げ花火などの大き
な音にびっくりして逃げてしまった」との相談
が多く寄せられます。犬が迷子にならないよう
に、以下のことに十分気を付けましょう。
♦雷が鳴り出したときは、犬などの動物は家の中
に入れるなど、逸走しないよう管理しましょう。
♦犬の身元証明である鑑札や注射済票は必ず装
着しましょう。連絡先を書いた名札やマイク
ロチップも飼い主を探す手がかりになります。
♦もしも逃げてしまった場合は、環境課または
栃木県動物愛護指導センター、真岡警察署へ
すぐに連絡してください。
問 環境課環境保全係 ℡ 83-8125
　 栃木県動物愛護指導センター ℡028-684-5458
　 真岡警察署 ℡ 84-0110

がが

下水道管路下水道管路
ビデオカメラ調査を実施ビデオカメラ調査を実施

【実施期間】7月下旬～ 9月 30日（木）
　午前 9時～午後 5時
【調査区域】荒町二丁目、田町、熊倉一丁目、
　亀山一丁目（真岡地区公共下水道事業地内）、
　高田、物井（二宮地区農業集落排水事業地内）
【調査内容】調査区域内の下水道管内の破損や浸
入水等内部の状態を調査します。取付管の調
査のため、敷地に立ち入る場合があります。
ご理解、ご協力をお願いします。

【調査業者】平石環境システム㈱
　宇都宮平出町 414番地 1　℡ 028-661-3553
※調査員は市が発行した身分証明書を携帯してい
ます。営業活動や費用の請求は一切しません。
問 下水道課維持係 ℡ 83-8162

選挙選挙のの投票時間投票時間およびおよび
期日前投票所期日前投票所をを変更変更しますします
８月以降の選挙から次のように変更します。
①投票時間の変更①投票時間の変更
　投票日当日の投票終了時刻が１時間繰り上げ
になります。（午前７時から午後７時まで）
②期日前投票所の一部変更②期日前投票所の一部変更
　期日前投票所のうち、【市公民館真岡西分館】【市公民館真岡西分館】が
【真岡市役所】へ変わります。投票日当日に投票に
行けない方は、期日前投票所をご利用ください。
※二宮コミュニティセンター、イオンタウン真
岡についてはこれまで通り開設します。
※期日前投票の投票時間は従来どおり午前８時
30分から午後８時までです。
問 選挙管理委員会 ℡ 83-8190

真岡市公式アプリで真岡市公式アプリで
防災行政無線を確認！防災行政無線を確認！
4 月 1 日から真岡市公式アプリを配信してい

ます 。防災行政無線で、避難情報や気象情報な
どの緊急情報が放送されると、スマートフォン
にお知らせして、内容を文字で確認でき
ます。アプリをダウンロードして、台風
の季節に備えましょう。

真岡の夏祭り・花火大会 中止真岡の夏祭り・花火大会 中止
　令和 3年度の真岡の夏祭りおよび花火大会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止と
なりました。
　また、疫病退散、コロナ禍の終息を願い、関係
者のみで神事および神輿車載巡行が行われます。
問 商工観光課観光係 ℡ 83-8135

科学教育科学教育センターセンター
プラネタリウム夏休み公開プラネタリウム夏休み公開
投影開始時刻
（観覧券販売時間）

10:00
（9:30~9:50）

13:30
（13:00~13:20）

15:00
（14:30~14:50）

8/2（月） ① ②
宮沢賢治原作

「双子の星」

8/3（火） ② ①
8/4（水） ① ②
8/5（木） ② ①
8/6（金） ① ②

①「えんとつ町のプペル」
②「ヤドカリくん、ほしをみに」
【内容】当日の星座解説と上記番組
　（投影時間約 50分）
※途中入場不可、投影開始 10分前
　までに受付を済ませてください。
【観覧料】高校生以上200円、4歳～中学生100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
※事前予約可（先着順）7月 26日（月）から観
覧希望日前日までに、下記にて電話で受付

【お詫びと訂正】【お詫びと訂正】広報もおか 7月号プラネタリウ広報もおか 7月号プラネタリウ
ム夏休み公開の投影時間に誤りがありましたム夏休み公開の投影時間に誤りがありました
ので、訂正してお詫びいたします。ので、訂正してお詫びいたします。

【誤】10:30 →【誤】10:30 →【正】10:00【正】10:00
問 科学教育センター ℡ 83-6611（8:30~17:15）

歴史資料保存館夏休み一般公開歴史資料保存館夏休み一般公開
~昔のくらしを見て！ふれて！学ぼう~~昔のくらしを見て！ふれて！学ぼう~
　夏休み 3日間限定で一般公開を行います。ノ
スタルジーあふれる道具たちを「見て！ふれて！
学ぼう！」自由研究のヒントを探しに、ぜひご
来館ください。
【とき】7月 31日（土）～ 8月 2日（月）
　午前 9時～午後 4時
【ところ】歴史資料保存館（旧物部小学校高田分校）
【内容】①民具展示②農機具展示③昔の学校展示
④昔のお金展示⑤昔遊び道具展示⑥真岡市歴
史教室展示 など ※体験イベントは行いません。

【入場料】無料　【申し込み】不要
※飲み物を持参ください。
問 文化課文化財係 ℡ 83-7735

問 情報政策課情報管理係 ℡ 83-8496

　スマートフォンで「真岡市　スマートフォンで「真岡市
公式アプリ」と検索するか、公式アプリ」と検索するか、
右の二次元コードからダウン右の二次元コードからダウン
ロードしてください。ロードしてください。

iOS 版iOS 版

Android 版Android 版

※ダウンロードには通信料がか※ダウンロードには通信料がか
かります。これまでの JC－かります。これまでの JC－
SMARTアプリは廃止しました。SMARTアプリは廃止しました。

り、


