
Weekly NewsWeekly News

総合政策部情報政策課広報広聴係 編集（第2846号）
℡ 83-8100  FAX83-5896

12：00 ～ 12：30　/　19：00 ～ 19：30（再放送）
10/18（月）10/18（月） 10/19（火）10/19（火） 10/20（水）10/20（水） 10/21（木）10/21（木） 10/22（金）10/22（金）

ラジオ保健室 市からのお知らせ 指定管理者 こどものつぶやき集
について

WNもおか情報

ＦＭもおか行政情報番組ＦＭもおか行政情報番組

いつでも♪どこでも♬もおかのいつでも♪どこでも♬もおかの８８
ハハ

７７
ナナ

４４
シシ

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 職員募集職員募集
◆採用人員　2人程度
【勤務内容】一般事務および障がい児者支援等
【勤務場所】真岡市社会福祉協議会事務局、もし
くは法人が運営する事業所

【応募条件】①平成 4年 4月 2 日以降に生まれ
た方で、高等学校卒業以上の学歴を有する方
（令和 4年 3月卒業見込の方を含む）②福祉活
動に意欲のある方

【試験日】　《作文・グループ討議等》11/13（土）
　　　　　《面接》12/4（土）
【選考方法】書類選考、作文、適正検査、グルー
プ討議、面接等

【申し込み】10月 29 日（金）までに、
採用試験申込書に履歴書、写真等を
添えて下記窓口へ本人が直接提出し
てください。
問 真岡市社会福祉協議会 ℡ 82-8844

令和 4年度採用令和 4年度採用
真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会

社会福祉協議会

真岡市縁組センター主催真岡市縁組センター主催

婚活セミナー参加者募集婚活セミナー参加者募集
～恋が始まる♥コミュニケーション～～恋が始まる♥コミュニケーション～
吉本興業の芸人「相席スター
ト」さんによる恋愛コミュニ
ケーション講座を実施します。
セミナー後、1対 1 のトーク
タイムや、マッチング、他の
芸人さんからのサポートもあります。参加者全
員にスイーツのお土産付き。マッチングされた
方の中から抽選で 1組にお食事券をプレゼント
します。
【とき】11月 21日（日）午前 10時～正午
【ところ】井頭温泉チャットパレス
　（下籠谷 41番地 ℡ 80-3311）
【対象】25歳から 40歳までの独身男女 各 15人
　※市内在住または勤務の方、今後住みたい方
【参加費】男女ともに 1,000 円（当日集金）
【申し込み】11月 5日（金）までに、
　応募フォームから申し込み
※応募者多数の場合は抽選となります。
問 出会い結婚サポートセンター ℡ 83-1234

市内小中学生の市内小中学生の
英語検定料・漢字検定料を英語検定料・漢字検定料を

一部助成します一部助成します
　助成額や手続きの方法などについては、
市HPを確認ください。
【申請期間】①10月15日（金）～31日（日）
 　 ② 3月 15日（火）～31日（木）
※期間内の郵便消印のある申請のみ受付可
問 学校教育課教育政策係 ℡ 81-9052

市 HP

住宅用太陽光発電システム住宅用太陽光発電システム
設置補助事業設置補助事業

設置費用の一部を補助します。詳しく
は、市HPを確認ください。
【補助金額】太陽光発電システムの電力出力
　1KWあたり 10,000 円
　（4KWあたり 40,000 円が限度）

対対
象象

・市内に住所を有する方
・世帯全員が市税等を完納していること
・電力会社と太陽光発電システムに係る電力受
給契約を結んだ方

・自ら居住する住宅に太陽光発電システム（太
陽電池の最大出力10KW未満）を設置した方

【申し込み】系統連系完了後（売電開始日から）
90日以内に下記へ申し込み
問 環境課環境対策係 ℡ 83-8127

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（将来のためにお墓
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

応募フォーム

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
次の選挙から下記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【市公民館
真岡西分館】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

特定計量器定期検査特定計量器定期検査のの実施実施
事業所などの取引・証明に使用しているはかり

は、計量法で定められている定期検査（2年に1度）
を受けなければ、使用できなくなりますので、下記
日程で必ず受検してください。
と きと き 対 象 地 区対 象 地 区 検 査 会 場検 査 会 場

10/26（火）
真岡地区（荒町・田町・
台町・並木町以外）

真岡市役所
1階市民ロビー

10/27（水）
真岡地区（荒町・田町・
台町・並木町）

10/28（木）山前・大内・中村地区

10/29（金）
一部の保育施設・教育機
関・公的機関および上記
で受けられなかった方

11/1（月） 二宮地区
久下田駅前
どんとこい広場

※実施期間中は、対象地区以外でも受検できます。
【検査時間】午前 10時～正午、午後 1時～３時
【持ち物】はかり、「特定計量器定期検査について」
　の用紙、手数料
※以前、定期検査を実施した事業所には、用紙を
送付しています。それ以外の事業所は、商工観
光課へ連絡の上、市HPから申請書を取得し、
必要事項を記入して当日お持ちください。
問 商工観光課商工業係 ℡ 83-8134
　 栃木県計量検定所 ℡ 028-667-9425

後期高齢者歯科健診後期高齢者歯科健診
【実施期間】11月 30日（火）まで（休診日を除く）
【対象者】令和 3年度中に 76歳を迎える方
【受診方法】後期高齢者歯科健
診受診券に記載されている
医療機関に直接予約し、受診
券を持参して健診してくだ
さい。

【自己負担金】無料
※治療中の方は、通院している医療機関の歯科
　医師にご相談ください。

歯周病検診歯周病検診でで歯歯をを健康健康にに！！
【実施期間】11月 30日（火）まで（休診日を除く）
【対象者】令和 3年度中に 40歳、50歳、60歳、
　70歳を迎え、自分の歯がある方
【受診方法】歯周病検診受診券に記載されている
医療機関に直接予約し、受診券を持参して検
診を受けてください。

【自己負担金】400円（受診時に医療機関へ支払い）
　令和 3年度中に 70歳を迎える方は無料です。
※治療中の方は、通院している医療機関の歯科
　医師にご相談ください。
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

【10月18日（月）～10月24日（日）放送内容予定】

【放送時間】午前6・8・10時、正午、午後4・6・10時

【放送時間】午後1時、午後8時

◆ JUMP UP もおか・ようこそ市長室へ
「青空ステーションの利用時間延長について」
◆ JUMP UP もおか・もおかインフォ
　「コラボーレ」
　「図書館からのお知らせ」
◆わくわく体操
　10月のテーマ「腰痛予防」
◆いちごショートケーキ
　「夏休み環境学習会」～エコ工場見学＆
　 地球温暖化学習会でCOOL CHOICE ！～

◆コットンタイム
真岡ミュージカル第 15 回公演オリジナル
ミュージカル HEAVEN'S ★ COMPANY ～天
使の仕事。それは最後の願いをかなえること～

いちごチャンネルいちごチャンネル
についてについて


