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市からのお知らせ
（祝日）

健康福祉部の紹介 図書館 市からのお知らせ
（祝日）
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コロナ対策の徹底を！コロナ対策の徹底を！
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◆ JUMP UP もおか
「コラボーレ」
「住宅や塀の大地震への備え」
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◆コットンタイム
第 14回 図書館寄席
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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
極真会館坂本派 2021 春季「形」交流大会

【9 月 20日（月）～ 9月 26日（日）放送内容予定】

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

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。

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。

◆行政相談 行政への意見・要望

5日（火）
9:30 ～ 11:30 二宮コミュニティセンター

12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
12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）
12日（火）

10:00 ～ 12:00
9/24（金）8:30 ～予約受付

総合福祉保健センター

◆心配ごと相談
5、19、26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

12日（火）
9:00 ～ 12:00 市公民館中村分館

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 10 月の各種相談日

保育士を目指す方へ保育士を目指す方へ
支援金を交付します支援金を交付します

【募集人数】8人程度
【対象者】保育士等の養成施設
の在学者で、卒業後に真岡
市内の保育所等に就職する
方

【交付額】月額 30,000 円
　（最大で 18カ月交付）
【募集期間】10月 29日（金）まで
※申請方法等は市HPで確認してくだ
さい。
問 保育課施設管理係 ℡ 83-8461

市 HP市 HP

ねんきんネットでねんきんネットで
自分の年金情報を確認自分の年金情報を確認
ねんきんネットとは、インターネットを通じ

て自分の年金情報を手軽に確認できるサービスで
す。24時間いつでもどこでも、パソコンやスマー
トフォンでサービスを利用することができます。
【ねんきんネットでできること（一例）】
♦年金記録の確認
♦将来の年金見込み額の確認
♦電子版「ねんきん定期便」の閲覧
♦日本年金機構からの各種通知書の確認
【利用方法】日本年金機構のHPから
　利用登録を行ってください。
問 国保年金課国民年金係 ℡ 81-3534 
 　宇都宮東年金事務所 ℡ 028-683-3211
　 日本年金機構 ℡ 0570-058-555（ナビダイヤル）

日本年金
機構HP

『“いちご”の湯』臨時休館『“いちご”の湯』臨時休館
　安全・安心に温泉施設
を利用いただくために、
下記の期間で、施設の点
検や改修工事を行います。
皆さまのご理解、ご協力
をお願いします。

問 “いちご”の湯（井頭温泉） ℡ 83-8822
　 プロジェクト推進室特定プロジェクト推進係
　 ℡ 83-8196

ご自身と大切な方を守るために、

『今すぐ必要じゃない』
『急がなくてもいい』

外出は自粛をお願いします。

令和 3年度令和 3年度

真岡市会計年度職員募集真岡市会計年度職員募集
♦ 保育士　4人
【勤務内容】保育業務
♦ 子育て支援センター指導員　1人
　（週 20 時間以内）
【勤務内容】子育て支援センターの運営（保育）等
♦ 社会福祉士　1人
【勤務内容】地域包括支援センター業務
♦ 家庭相談員　1人
【勤務内容】家庭相談事業、虐待通告対応業務等

共通事項共通事項
【勤務期間】
　令和 3年 10月 1日～令和 4年 3月 31日
【申し込み】市HPに掲載している申込書に必要
事項を記入し、事前に連絡の上、下記へ本人
が直接提出してください。
※各職種の応募条件の詳細などは、
市HPの最新情報を確認ください。 市HP

問 総務課人事研修係 ℡ 83-8099

【臨時休館日】9月 27日（月）～ 9月 30日（木）

＜全国重点＞
◆子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
◆夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護
など安全運転意識の向上
◆自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
◆飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
＜栃木県重点＞
◆「子供や高齢者に優しい 3S運動」の推進
　  SEE（発見する）SLOW（減速する）STOP（停止する）
◆「夜間走行中の原則ハイビーム」の徹底

秋秋のの交通安全交通安全
県民総ぐるみ運動県民総ぐるみ運動

【期間】9月 21日（火）～ 9月 30日（木）

問 くらし安全課交通防犯係 ℡ 83-8110

高めよう！とちぎの交通マナー高めよう！とちぎの交通マナー
マナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役です


