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令和 3年度令和 3年度 大産業祭 中止 大産業祭 中止
新型コロナウイルス感染拡大を受け、11月 23

日（火・祝）に予定していた「令和3年度 大産業祭」
は中止となります。
◆産業祭　◆ JAまつり　◆子どもまつり
◆消費者まつり　◆環境展
問（産業祭）真岡商工会議所 ℡ 82-3305
　 （JAまつり）JAはが野真岡支店 ℡ 84-6611
 （子どもまつり）生涯学習課 ℡ 82-7152
 （消費者まつり）くらし安全課 ℡ 83-8110
 （環境展）環境課 ℡ 83-8126

10月11日は開庁日です10月11日は開庁日です
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　10月の開庁日にご注意ください。

問 生涯学習課青少年係 ℡ 82-7152

令和 3年 真岡市成人式令和 3年 真岡市成人式
　開催を延期した、令和 3年真岡市成人式につ
いて、下記のとおり開催します。
　成人式の参加には申し込みが必要です。案内
状に記載の申込フォームから申請してください。
　詳細は、案内状または市HPを確認ください。

開催日開催日 令和 3年 10月 30日（土）

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 12（2000）年 4月 2日～
平成 13（2001）年 4月 1日生まれ

※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

保育士等就職支援金交付事業保育士等就職支援金交付事業
【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

市営墓地の公募開始市営墓地の公募開始
熊倉墓地《1区画》
種別 区画数 永代使用料 管理手数料
第 1種 1 区画 73,000 円 910円 /年
長田霊園《12区画》
種別 区画数 永代使用料 管理手数料
第 3種 3 区画 233,000 円 4,120円 /年
第 4種 9 区画 247,000 円 4,500円 /年
【申込資格】次の条件を全て満たす方
　①市内に引き続き 6カ月以上住所を有する方
　②市税等を完納している方（世帯全員）
【申込期間】11月 1日（月）～ 12日（金）
　（8:30 ～ 17:15　土曜日・日曜日・祝日を除く）
【受付場所】市役所 2階　環境課環境保全係
【申込方法】①真岡市営墓地使用許可申請書②火
葬許可証または改葬許可証（将来お墓を所有し
たい方は不要）を下記へ持参

※申込多数の場合は抽選となります。
※申請書等は市HPに掲載しています。
問 環境課環境保全係 ℡ 83-8125

市HP

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】10月 15日（金）～ 11月 5日（金）
【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

働き方改革・経営支援セミナー働き方改革・経営支援セミナー
　経営者や人事労務責任者向けのセミナーを開
催します。参加料は無料です。
【とき】10月 29日（金）13:00 ～ 16:00
　（受付 12:30 から）
◆セミナー 13:00 から  ♦相談会 15:00 から
【ところ】市役所 4階 405 会議室
【テーマ・講師】
◆ハラスメント対策講座
　栃木労働局雇用環境・均等室 職員
◆働き方改革セミナー
　栃木働き方改革推進支援センター　アドバイザー
◆経営支援セミナー（労使紛争対策・就業規則改定）
　栃木県よろず支援拠点
　コーディネーター　池田 功 氏
【申し込み】10月 22日（金）までに、次の連絡
先へ受付

問 商工観光課勤労者係 ℡ 83-8134

　栃木県宇都宮労政事務所
　℡ 028-626-3053　fax028-626-3054
【主催】栃木県宇都宮労政事務所、栃木働き方改革
推進支援センター、栃木県よろず支援拠点

【共催】栃木労働局雇用環境・均等室、真岡市

若年者の若年者の
在宅ターミナルケア支援在宅ターミナルケア支援
若年者のがん患者が、自宅で自分らしく安心し
て日常生活を送れるよう、在宅サービス利用料を
一部助成し、患者と家族の負担を軽減します。
【対象者】市内に住所を有し、次の全てに該当する方
① 18歳以上 40歳未満の方
②がん患者で、医師が一般的に認められる医学
的知見に基づき、治癒を目的とした治療を行
わない方で、在宅生活の支援および介護が必
要な方
③他の制度で同等の助成または給付を受けるこ
とができない方

【助成対象】訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具
貸与、福祉用具購入に係る経費

【助成額】1カ月当たりの利用料が 60,000 円以
下の場合で、対象経費の 9割に相当する額
※最大で月額 54,000 円を助成
※生活保護を受けている方は最大で
　月額 60,000 円を助成
【申し込み】下記窓口または市HPから
申請書を取得し、下記窓口へ提出
問 健康増進課地域医療係 ℡ 81-6946
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医療用ウィッグ・乳房補整具医療用ウィッグ・乳房補整具
購入経費購入経費のの一部一部をを助成助成しますします
【対象者】次の全てに該当する方
①申請の 1年以上前から住民登録をしている方
②がんと診断され、その治療を行っている方
③がん治療に伴う脱毛・乳房の切除等により、
就労・社会参加・通院等への支障または支障
が出る恐れがあるために、補整具の使用を必
要としている方
④市税を滞納していない方
【対象となる補整具】
◆医療用ウィッグ（がんの治療に伴う脱毛に対
応するもの）
◆乳房補整具（右側・左側）
※令和 3年 4月 1日以降に購入したもの
※就労・社会参加・通院等のために購入したもの
【助成額】補整具の購入経費の 9/10（100 円未
満切り捨て）

【限度額】各補整具ごとに 1回のみ
◆医療用ウィッグ：30,000 円
◆乳房補整具（右側・左側）：各 20,000 円
【申請に必要な書類】
①がん治療を受けている、または受けていたこ
とを証する書類
②補整具の購入年月日および購入経費の明細を
証する書類
③医療用ウィッグについては、脱毛の副作用が
あるがん治療を受けていることを証する書類
④その他市長が必要と認める書類
※購入した日の翌日から 1年以内に申請
問 健康増進課地域医療係 ℡ 81-6946
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◆ JUMP UP もおか
「ちゃれんじ 60
歩こうか真岡プラス 1事業」
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◆コットンタイム
「第 17 回消防職
員意見発表会」
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◆わくわく体操
10 月のテーマ
「腰痛予防」

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
「もおかイング
リッシュサマー
キャンプ2021」

【10月11日（月）～10月17日（日）放送内容予定】

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

参加には事前申し込みが必要です。参加には事前申し込みが必要です。

【開催時間】午前の部　9時 30分開式

【開催時間】午後の部　14時 30分開式

対象地区対象地区 受付時間受付時間
真岡中学校卒業生真岡中学校卒業生 8:30 ～

真岡東中学校卒業生真岡東中学校卒業生 8:50 ～
真岡西中学校卒業生・真岡地区在住者真岡西中学校卒業生・真岡地区在住者
大内中学校卒業生・大内地区在住者大内中学校卒業生・大内地区在住者 9:00 ～

対象地区対象地区 受付時間受付時間
中村中学校卒業生・中村地区在住者中村中学校卒業生・中村地区在住者
物部中学校卒業生・物部地区在住者物部中学校卒業生・物部地区在住者 13:30 ～

山前中学校卒業生・山前地区在住者山前中学校卒業生・山前地区在住者
久下田中学校卒業生・久下田地区在住者久下田中学校卒業生・久下田地区在住者
長沼中学校卒業生・長沼地区在住者長沼中学校卒業生・長沼地区在住者

14:00 ～

【その他】申し込みにより座席を指定します。座
席の変更はできません。申し込みをしていな
い方は成人式に参加できませんので、ご注意
ください。

【集合写真】集合写真購入の申し込みをした方は、
当日写真受付で代金をお支払いください。

芳賀地区エコステーション芳賀地区エコステーション
10/10（日）臨時休館10/10（日）臨時休館
10 月 10 日（日）は電気設備点検のため、全

館休館となります。施設見学や多目的広場の使
用等、施設への入場ができなくなるほか、電話
も不通となります。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力を
お願いします。
問 芳賀地区エコステーション ℡ 81-1244


