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コロナワクチン接種
について

市からのお知らせ 図書館 「おとう飯」料理教室と
男女共同参画について
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期日前投票期日前投票 10 月 20 日（水）～ 10 月 30 日（土）

選挙公報選挙公報 10 月 27日（水）に新聞折り込み予定
※市役所、公民館、ＪＡはが野各支店等にも備える予定です。

不在者投票不在者投票 県選挙管理委員会の指定を受けている下記施設に入院等をしている場合は、
施設内で不在者投票ができますので、施設に申し出てください。

施設名 芳賀赤十字病院、福田記念病院、真岡病院、老人保健施設（春祺荘・ナーシングホーム青葉・わたのみ荘）、特別養護老人ホーム（きたはら・喜望荘・桜の華・椿寿園・やまさわの里・三起の森・三起の花）
※真岡市民が市外県外の施設に入院等をしている場合でも、その施設が指定施設であれば施設内で不在者投票が可能

▼３種類の投票を行います。
小選挙区選出議員選挙：候補者個人の氏名を記入（ピンク色の用紙）
比例代表選出議員選挙：政党等の名称、略称を記入（水色の用紙）
最高裁判所裁判官国民審査：辞めさせたい裁判官のみ×を記入（うぐいす色の用紙）

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

中郷・萩田土地区画整理事業地内中郷・萩田土地区画整理事業地内

宅地宅地をを公売公売しますします
【受付期間】11月 1日（月）～ 16日（火）
　午前 8時 30分～午後 5時（土・日・祝日を除く）
　11月 16日（火）は午後 3時まで
【申し込み】下記窓口へ問い合わせください。
●申込多数の場合は、11月18日（木）午前10時
　から抽選会を実施します。
●個人・法人は問いません。
●１区画に対し１世帯（１法人）1口

面積面積
(㎡ )(㎡ )

価格価格
（千円）（千円）

㎡単価㎡単価
（円 /㎡）（円 /㎡）

用途地域用途地域
（容積率 /建ぺい率）（容積率 /建ぺい率）

② 219.78 6,615 30,100 第一種住居地域
（200/60）

問 都市整備課中郷・萩田指導係 ℡ 83-8193

公売箇所図公売箇所図

◆行政相談 行政への意見・要望

2日（火）
9:30 ～ 11:30 二宮コミュニティセンター

9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
9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）
9日（火）

10:00 ～ 12:00
10/29（金）8:30 ～予約受付

総合福祉保健センター

◆心配ごと相談
2、16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

9日（火）
9:00 ～ 12:00 市公民館二宮分館

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 11 月の各種相談日

市税等納期限《10月》市税等納期限《10月》
①市県民税（第 3期）
②国民健康保険税（第 4期）
③後期高齢者医療保険料（第 4期）
④介護保険料（第 4期）
【納期限・口座振替】11月 1日（月）
問 ①税務課市民税係 ℡ 83-8113
　 ②③国保年金課保険税係 ℡ 83-8594
　 ④いきいき高齢課介護保険係 ℡ 83-8094
　 ♦納付・口座振替
　 納税課収納管理係 ℡ 83-8115

農産物農産物・・機械機械のの盗難盗難にに注意注意
例年、いちごをはじめとした農畜産物や農業機

械（トラクター）等の盗難被害が多発しています。
被害防止のため、皆さまのご協力をお願いします。

問 農政課農業振興係 ℡ 83-8139
　 真岡警察署 ℡ 84-0110

市 HP

【学区】真岡東小・真岡東中

不審に思ったら通報を！不審に思ったら通報を！
　不審な人や車を見かけたら、迷わず警察へ通
報してください。

わたのみ商品券抽選会 中止わたのみ商品券抽選会 中止
　わたのみ商品券ラッキーナンバーの抽選会に
ついて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、中止となります。なお、わたのみ商品券
の有効期限は 12 月 31 日（金）までですので、
忘れずにご利用ください。
問 真岡商工会議所 ℡ 82-3305

めざせ創業！めざせ創業！
創業セミナー 受講生募集創業セミナー 受講生募集
　創業・起業を予定している方、興味のある方、
創業後 5年未満の方を対象に、創業の基礎習得
を目的としたセミナーを開催します。
【とき】11月17日（水）、25日（木）、12月1日（水）
　（全 3日間）午後 6時 30分～ 9時 00分
【ところ】真岡商工会議所
【講師】須田　秀規 氏（中小企業診断士）
【定員】先着 10人　【受講料】無料
【申し込み】11月 10日（水）までに下記へ電話
または FAXにて予約（定員になり次第終了）
問 真岡商工会議所 ℡ 82-3305 FAX82-7967

久保記念観光文化交流館開館7周年記念イベント久保記念観光文化交流館開館7周年記念イベント

    久保邸ハロウィン
　児童教育に熱心だった故久保貞次郎
氏の志を受け継ぎ、子どもたちに楽し
んでもらえるハロウィンイベントを開

問 真岡市観光協会 ℡ 82-2012（火曜日休館）

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25日（月）～10月31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

催します。

◆コットンタイム
　柳田 理科雄講演会／
真岡ミュージカル復活の15年記念メモリアルミニショー

いちごいちご
チャンネルチャンネル

【寸法図】（単位：メートル）

ンン

当日はぜひ仮装して遊びに来てください。
【とき】10月31日（日）10：00～16：00（荒天中止）
【ところ】久保記念観光文化交流館、真岡木綿会館

◆ JUMP UP もおか・ようこそ市長室へ
　予防接種の早期実施について
◆ JUMP UP もおか・もおかインフォ
　農機具・農作物の盗難防止について
◆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
　極真会館坂本派益子道場 真夏の大冒険

問 選挙管理委員会 ℡ 83-8190　FAX 83-5896

投票日投票日 10 月 31 日（日）　午前 7 時～午後 7 時
（投票終了時刻がこれまでの午後 8時から午後 7時に変わりました）

【時間】午前 8時 30分～午後 8時
【投票所】①真岡市役所　②二宮コミュニティセンター 　
　③イオンタウン真岡（ザ・ビッグエクストラ真岡店駐車場北西プレハブ）
※真岡市役所を新たに開設します。市公民館真岡西分館は今回から開設しません。
　投票日当日、仕事や用事などで投票区内にいない予定の方は、上記の 3カ所で期日前投票ができ
ます。また、新型コロナウイルス感染症対策として、選挙期日当日の混雑回避のため期日前投票を
積極的にご利用ください。
※入場券が届いていなくても、期日前投票所に備え付けの宣誓書に必要事項を記入すれば投票可能


