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敬老祝金と高齢者
実態調査について

芳賀広域消防本部 議会生中継
（一般質問 1日目）

議会生中継
（一般質問 2日目）

WNもおか情報
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詳しい番組表は詳しい番組表は
FMもおかHPFMもおかHP
で確認できますで確認できます

COVID-19 vaccinationCOVID-19 vaccination
新型コロナワクチン接種は新型コロナワクチン接種は
お済みですか？お済みですか？
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◆ JUMP UP もおか
「女性がん施設検診」
「認知症について」
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◆コットンタイム
第23回荒町寄席
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◆わくわく体操
9 月のテーマ
「シューズの選び方とタオル体操」

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「茅の輪くぐり」
長沼八幡宮「大暑禊」

【9 月 6日（月）～ 9月 12日（日）放送内容予定】

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を確認ください。

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

9 月 12 日（日）まで9月 12 日（日）まで
緊急事態宣言発令中緊急事態宣言発令中

昭和21年4月1日以前に生まれた方昭和21年4月1日以前に生まれた方
後期高齢者健康診査後期高齢者健康診査
施設健診 実施中です施設健診 実施中です
　対象者には、8月末に個別通知をしました。
受診希望の方は、「後期高齢者健康診査【受診票】」
に住所・氏名・生年月日・電話番号・問診部分
を記入し、「受診券」と一緒に「市内指定医療機関」
の窓口に提出し受診してください。
【実施期間】9月 1日（水）～ 11月 30日（火）
　（各医療機関の休診日を除く）
【対象者】昭和 21年 4月 1日以前に生まれた方
【健診費用】無料
※集団健診・人間ドックを受診した方、定期的
に通院中の方は、必ずしも健康診査を受診す
る必要はありません。
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

　12歳以上の方で接種をご希望の方は無料で受
けられます。未予約または未接種の方は、下記
コールセンターへご連絡ください。

問 真岡市ワクチン接種予約相談センター
 【Moka City Vacctination Reservation    
Consultation Center】 ℡ 0285-83-8080

★　English　★★　English　★
 12 years of age or older and wish to be 
inoculated, you can receive it free of charge. 
 If you haven’t had a reservation, or have 
not been vaccinated, please contact the 
following call center. 

★　Español　★★　Español　★
 Para los mayores de 12 años que deseen 
vacunarse contra e l  coronavi rus es 
GRATUITO.
 Si NO lo desean, favor avisar al teléfono 
del Centro de consultas.

★　Português　★★　Português　★
 Aqueles com mais de 12 anos, podem 
vacinar-se gratuitamente. 
 Caso não tenha agendado ou vacinado, 
ligue no telefone seguinte.
※ワクチン接種は強制ではありま
せん。有効性と副反応を理解し
たうえで接種してください。

9 月 9日「救急の日」9月 9日「救急の日」
9月5日～11日「救急医療週間」9月5日～11日「救急医療週間」
　救急車の適正利用にご協力ください。

真岡市休日夜間急患診療所真岡市休日夜間急患診療所
　この診療所は、比較的症
状が軽い患者の初期救急
を担うものです。応急診療
のため、翌日以降かかりつ
け医へ受診しましょう。
【場所】中郷 227番地 1（芳賀赤十字病院南側）
【電話】82-9910
【診療科目】小児科・内科
【診療時間】

問 健康増進課地域医療係 ℡ 81-6946

市 HP

問 生涯学習課青少年係 ℡ 82-7152
　 メール：gakusyuu@city.moka.lg.jp

令和 4年 真岡市成人式令和 4年 真岡市成人式
　令和 4年真岡市成人式について、下記のとお
り開催します。詳細は 11月上旬発送予定の案内
状をご覧ください。

開催日開催日 令和 4年 1月 9日（日）

会場会場 市民“いちご”ホール（真岡市民会館）
大ホール

対象対象 平成 13（2001）年 4月 2日～
平成 14（2002）年 4月 1日生まれ

開催時間開催時間

【午前の部】
　9時30分開式（受付8時30分から）
　《対象地区》真岡地区
【午後の部】
　14時30分開式（受付13時30分から）
　《対象地区》大内地区・中村地区
　　　　　　 山前地区・二宮地区

注意事項注意事項

案内状に記載の申込フォームから事前案内状に記載の申込フォームから事前
申し込みが必要です。申し込みが必要です。
※事前申し込みをしていない方は成人
式に参加できないのでご注意くださ
い。

※コロナ禍の状況により、開催等が変
更になる場合があります。詳しくは、
市HPにて確認ください。 市HP

AEDは誰でも使えますAEDは誰でも使えます
～応急手当で救える命があります～～応急手当で救える命があります～
　AED（自動体外式除細動器）は、
心室細動などの不整脈（心臓が細か
くブルブル震えていて、血液を全身
に送ることができない状態）に対し、
心臓に電気ショックを与えて正常な
状態に戻す医療機器です。
　電源を入れると音声で操作方法を案内してく
れるので、誰でもこの器機を使って救急するこ
とができます。
　事故などにあった人が心停止になったとき、
その人を助けるためには、そばに居合わせた人
が救急通報や応急手当（AEDの使用や
胸骨圧迫など）を行うことが重要です。
　市内のAED設置場所や応急手当の詳
細については、市HPを確認ください。 市HP

巡回相談会＆セミナー巡回相談会＆セミナー
【とき】9月16日（木）【ところ】真岡商工会議所
①とちぎジョブモール巡回セミナー10:30～12:00
　講師：ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会
　（キャリアカウンセリング）13:00～16:00

・就職活動やスキルアップに関するアドバイス
・適職診断
・履歴書の書き方や面接の受け方のアドバイス
③出張巡回労働相談（県宇都宮労政事務所主催）
10:30 ～　11:00 ～　11:30 ～　各 30分程度
・労働者および使用者からの労働問題全般に関す
る悩みや疑問について相談受付、関係機関へ
の紹介　※秘密厳守

【申し込み】9月14日（火）午後 5時までに、下
記にて電話で受付　【参加料】無料
問 商工観光課勤労者係 ℡ 83-8134

求職者の求職者の
ためのための

　真岡市に住民登録がない方は、案内状送付の
ため、下記のとおり申し込みください。
【対象】本市出身で令和 3年 9月 30 日までに転
出手続きをした方のうち、令和 4年真岡市成
人式に参加希望の方

【申し込み】11月 30日（火）までに、氏名・生
年月日・案内状の送付先住所・郵便番号・電
話番号・出身中学校を下記へ電話またはメー
ルで連絡

【その他】10 月 1日現在で真岡市に住民登録を
している方には 11月上旬に案内状を送付しま
す。対象の方で案内状が届かない場合は連絡
ください。

市外在住の方はご連絡ください市外在住の方はご連絡ください

休日昼間休日昼間
日、祝、年末年始12/29～1/3日、祝、年末年始12/29～1/3

  9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00

休日夜間休日夜間
日、祝、年末年始12/29～1/3日、祝、年末年始12/29～1/3 18:00 ～ 21:00

平日夜間平日夜間
月曜～土曜月曜～土曜 18:30 ～ 21:30

※受付終了時間は、おおむね診療時間
の 30分前です。
※発熱等で受診する場合は、事前連絡
の上利用ください。

◆不要不急の外出自粛等、感染予防対
策を徹底してください。

◆ワクチン接種後に新型コロナ陽性と
なる方も確認されています。ワクチ
ン接種後も感染予防対策を継続して
ください。


