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真岡市の家計簿に
ついて

教育委員会の紹介 コラボーレもおか 農業支援事業に
ついて
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で確認できますで確認できます

問 真岡市ワクチン接種予約相談センター
　 ℡ 83-8080 全日（土日祝含む）8:30～17:00

コロナワクチン接種済証はコロナワクチン接種済証は
大切に保管してください！大切に保管してください！
　国内での接種事実
は、接種券の右下に
添付されている予防
接種済証により証明
できますので、大切
に保管してください。
　不明な点があれば、
下記相談センターへ
問い合わせください。

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 

【11月8日（月）～11月14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
◆コットンタイム
　第 68回真岡文化祭ホール部門【午前の部】

いちごいちご
チャンネルチャンネル

◆ JUMP UP もおか・ようこそ市長室へ
　学力向上に向けた主な取り組み
◆ JUMP UP もおか・もおかインフォ
　学力調査の結果から見た学力と家庭学習
◆わくわく体操
　11月のテーマ「ウォーキング」
◆いちごショートケーキ
　真岡市総合運動公園運動広場 1
　人工芝サッカー場使用開始

問 情報政策課シティプロモーション係 ℡81-6947

令和 4年成人者のみなさまへ令和 4年成人者のみなさまへ

お祝い品の受け取り方法お祝い品の受け取り方法
　成人式お祝い品の受け取りには、専用フォー
ムでの申し込みが必要です。式典に参加しない
令和 4年成人者の方も受け取りが可能
ですので、忘れずに申し込みください。
【申込期限】令和 4年 1月 16日（日）
【配送予定日】受付完了次第順次発送 専用フォーム専用フォーム

問 農業委員会農政係 ℡ 83-8742

農業者年金農業者年金にに加入加入しませんか？しませんか？
今、女性の新規加入者が増えています今、女性の新規加入者が増えています

　農業者年金は、次の要件を満たす方であれば、
どなたでも加入できます。
【条件】①国民年金の第 1号被保険者（国民年金
の納付免除者は除く）②年間 60日以上農業に
従事する方③ 20歳以上 60歳未満の方

【保険料】月額 20,000 円～ 67,000 円の範囲で、
千円単位で選択できます。（加入後の変更可能）
※納めた保険料は、家族分も含め全額
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問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

歯周病検診・後期高齢者歯科歯周病検診・後期高齢者歯科
検診受診期限検診受診期限はは今月末今月末までまで
　対象者には「受診券」を郵送しています。受
診期限は 11 月 30日（火）まで（休診日を除く）
ですので、まだ受診していない方は、郵送資料
に記載の医療機関で忘れずに受診してください。
　「受診券」を紛失した方には再発行しますので、
下記へ問い合わせください。

問 生涯学習課青少年係 ℡ 82-7152
　 メール：gakusyuu@city.moka.lg.jp

令和 4年 真岡市成人式令和 4年 真岡市成人式
　令和 4年真岡市成人式について、下記のとお
り開催します。詳細は 11月上旬発送予定の案内
状をご覧ください。

案内状送付のため、下記のとおり申し込みください。
【対象】本市出身で令和 3年 9月 30 日までに転
出手続きをした方のうち、令和 4年真岡市成
人式に参加希望の方

【申し込み】11 月 30 日（火）までに、
氏名・生年月日・案内状の送付先住所・
郵便番号・電話番号・出身中学校を
下記へ電話またはメールで連絡

市外在住の方はご連絡ください市外在住の方はご連絡ください
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問 でんわ でも しつもん できます
　 学校教育課教育政策係 ℡ 81-9052
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道路には、雨水を排水するための雨水集水ま
すが設けられています。この「ます」の格子状
の蓋（ふた）に落ち葉やごみが溜まると、十分
に排水されず、道路上に雨水があふれて冠水の
原因になります。
　市では、定期的に清掃作業を実施しています
が、道路冠水を未然に防ぐため、地域の皆さま
にも「ます」清掃にご協力をお願いします。

ごみで雨水がごみで雨水が
入りにくい入りにくい

雨水が雨水が
入りやすくなる入りやすくなる

「雨水集水ます」の清掃に「雨水集水ます」の清掃に
ご協力ご協力くくだださいさい

問 建設課維持係 ℡ 83-8148

問 くらし安全課危機管理係 ℡ 83-8396

大内地区防災避難訓練実施大内地区防災避難訓練実施
　避難訓練、情報伝達訓練などを行います。
【とき】11月 27日（土）
　午前 8時 30分～午前 10時（予定）
【ところ】大内東小学校、大内西小学校※荒天中止
※訓練開始を防災行政無線および防災ラジオで
放送します。（中止の場合は防災行政無線のみ）

※防災行政無線は大内地区に限定して放送しま
すが、防災ラジオ（FMもおか）は市内全域で
の放送となります。

問 〒 321-4325　真岡市田町 1321 番地 1
　 真岡市土地改良区 ℡ 84-1450

真岡市土地改良区真岡市土地改良区
令和 4年度採用令和 4年度採用 職員募集 職員募集

《1次試験》筆記試験（作文）、《2次試験》面接試験
【とき】12月 10日（金）
【ところ】真岡市土地改良区事務所
【申し込み】11月 30日（火）までに、下記窓口
で取得できる採用試験申込書に履歴書等を添
えて下記へ提出

業務内容業務内容 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格
一般事務
および
施設管理

1 人
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月卒業見込みの方を含む）

問 市民協働推進室 ℡ 83-8141

男女共同参画社会づくり講演会男女共同参画社会づくり講演会

“スイッチの切り替えが大切”“スイッチの切り替えが大切”
～仕事も家庭も私自身も～～仕事も家庭も私自身も～

【とき】12月 1日（水）
午後 6時 15分開会（30分前開場）

【ところ】市民“いちご”ホール大ホール 
　※全席自由　【入場料】無料
【内容】
《第 1部》真岡市男女共同参画推進事
業者表彰およびカジダンイクメン
エピソード表彰式

《第2部》基調講演、パネルディスカッション　
【講師】茅原 ますみ 氏 
　（元テレビ東京アナウンサー)
【申し込み】 11月17日（水）までに専用
フォームより申し込みください。 専用フォーム専用フォーム

問 学校教育課教育政策係 ℡ 81-9052

「教育委員会だより もおか」「教育委員会だより もおか」
創刊！創刊！

市民の皆さまに、より詳しく、より分かりや
すく、本市教育の「今」をお伝えするため、「教
育委員会だより もおか」を発行しました。（令和
3年 10月創刊・学期ごとに発行予定）
　教育委員会の取り組みや、各学校の活
動の様子などを紹介しています。
　PDF版は、市HPで閲覧できます。 市HP市 HP

開催日開催日 令和 4年 1月 9日（日）

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 13（2001）年 4月 2日～
平成 14（2002）年 4月 1日生まれ

開催時間開催時間

【午前】9時30分開式（受付8時30分から）
　《対象地区》真岡地区
【午後】14時30分開式（受付13時30分から）
　《対象地区》大内地区・中村地区
　　　　　　 山前地区・二宮地区

注意事項注意事項 案内状に記載の申込フォームから事前案内状に記載の申込フォームから事前
申し込みが必要です。申し込みが必要です。

（接種券）見本（接種券）見本

予防接種済証
（接種時に会場でシール貼付）

が社会保険料控除対象となり、税制
上のメリットがあります。詳しくは、
下記へ問い合わせください。


