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第 6次行政改革に
ついて

産業部の紹介 指定管理者 令和4年度保育所等の
入所申し込みについて
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◆ JUMP UP もおか
「避難情報について（再）」
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第127回町おこしふるさとの昔ばなし
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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
尊徳さんの田んぼで米づくり事業
【カカシ作り】

【9 月 13日（月）～ 9月 19日（日）放送内容予定】

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

図書館協議会委員を募集
　図書館の運営に対して、利用者の立
場から、たくさんの意見をぜひお聞か
せください。
【公募人数】3 人　
【任期】２年（11 月 1日～令和 5 年 10 月 31 日）
【報酬】8,500 円
【応募条件】次の要件を満たす方
　① 20 歳以上の方（令和 3年 11 月１日現在）
　②市内に引き続き１年以上住所を有する方
　③平日の昼間の協議会に出席できる方
　　（年 3 回程度）
【応募方法】次の①②を下記へ送付（FAX、メール可）
　①「図書館に期待すること」を 800 字程度に

まとめた作文
　②応募用紙（氏名、住所、性別、年齢、電話番号、

職業、ボランティア活動経歴、応募の動機
を明記したもの）

※応募要項および応募用紙は、下記窓口で配布
する他、市HPからも取得可
※応募書類は返却不可
【締切日】9 月 24 日（金）必着

問 〒 321-4395　真岡市荒町 5191 番地
　 真岡市教育委員会 生涯学習課
　 ℡ 82-7150　FAX 83-4070
　 メール：gakusyuu@city.moka.lg.jp

水道メーターを交換します水道メーターを交換します
【期間】9月 15日（水）～ 10月 6日（水）
【対象】該当する方には、個別に登録されている
住所へ通知します。

【費用】無料
※水道メーターの交換中は、10分間程度水道が
使えなくなります。
※留守の場合でも、交換することがあります。

問 水道課庶務係 ℡ 83-8167

♦交換業者は、市で発行した証明書を提示しま交換業者は、市で発行した証明書を提示しま
す。悪質な訪問販売にご注意ください。す。悪質な訪問販売にご注意ください。
♦♦交換および検針に支障をきたしま交換および検針に支障をきたしま
すので、メーターボックスの上にすので、メーターボックスの上に
物を置いたり、近くに犬などを繋物を置いたり、近くに犬などを繋
がないようお願いします。がないようお願いします。

インフルエンザの予防接種インフルエンザの予防接種
　市内に住所を有する対象者に、接種費用の一
部または全部を助成します。積極的に接種しま
しょう。
【期間】10月 1日（金）～令和 4年 2月 28日（月）
【接種場所】市内の医療機関
※市外の医療機関で接種を希望す
る方は、接種前に申請が必要な
場合があります。詳細は下記へ
問い合わせください。

高齢者のインフルエンザ予防接種高齢者のインフルエンザ予防接種

子どものインフルエンザ予防接種子どものインフルエンザ予防接種

【対象】次のいずれかに該当する方
　① 65歳以上の方
　② 60～ 65歳未満の方で、身体障害 1級の認
定を受けている方（心臓・腎臓・呼吸器の
機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能の障がいのみ）

【費用】1回接種分無料
【持参するもの】健康保険証または後期高齢者医
療被保険者証（対象②に該当する方は、身体
障害者手帳とその写し）

【対象】1歳以上小学 6年生相当の年齢までのお
子さま

【助成回数】2回
【助成額】各回 2,000 円以内
　※接種費用と助成額の差額は医療機関窓口で
自己負担

【持参するもの】母子健康手帳、こども医療費受
給資格証など住所が確認できるもの

問 健康増進課地域医療係 ℡ 81-6946

申請フォーム申請フォーム

市外での接種を希望する方はこちら市外での接種を希望する方はこちら
から申請してください。から申請してください。

申請フォーム申請フォーム

市外での接種を希望する方はこちら市外での接種を希望する方はこちら
から申請してください。から申請してください。

もおか若者会議（仮）もおか若者会議（仮）
メンバー募集！メンバー募集！

　これからの真岡市の未来を考える若者が集ま
る勉強会をスタートします。
♦真岡市についてもっと知りたい！
♦仲間と一緒に何かに挑戦したい！
♦市に自分のアイデアを届けたい！

そんなあなたにピッタリな事業です。
真岡市の未来のために、一緒に一歩を踏み出し
てみませんか？
【応募要件】18歳（大学生）以上おおむね 40歳
以下の方

※原則として、市内在住在勤など
　本市に関わりのある方
【期限】9月 27日（月）まで
問 総合政策課総合政策係 ℡ 83-8102

緊急事態宣言発令中緊急事態宣言発令中
◆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。

農産物販売交流施設いがしら農産物販売交流施設いがしら
“あぐ里っ娘”一部利用休止“あぐ里っ娘”一部利用休止
　あぐ里っ娘の改修工事に伴い、施設の一部が
利用休止となります。
【休止期間】9月 1日（水）～ 10月 15日（金）
【休止施設】あぐ里っ娘（交流・展示室）
※農産物直売所は通常営業しています
問 農政課農業振興係 ℡ 83-8139

市公式ホームページに市公式ホームページに
バナー広告を募集バナー広告を募集

市公式ホームページには、月平均 30万件以上
（令和2年度年間412万件）アクセスがあります。
　市公式ホームページにバナー広告を掲載し、
会社のPRや商品の紹介、イベント
の告知などに活用してみませんか。
【掲載場所】トップページ下段
【枠数】10枠
【掲載料（1枠）】
　1カ月…10,000 円
　6カ月…50,000 円　12カ月…100,000 円
※市内に事業所を有する場合は、上記掲載料の
　半額とします。
【掲載広告規格】
　サイズ　：縦 60ピクセル×横 190ピクセル
　画像形式：GIF または JPEG
　容　量　：5KB以内（静止画）
※申し込み方法など、詳しくは
　市HPを確認ください。
問 情報政策課広報広聴係 ℡ 83-8100

市HP

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！

　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、放送内容を文字で確認できます。
アプリをダウンロードして、大雨や台風のシー
ズンに備えましょう。

問 情報政策課情報管理係 ℡ 83-8496
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