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問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005 

【11月22日（月）～11月28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 128回 町おこし ふるさとの昔ばなし

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
　コロナ対策店舗の利用促進
◆ JUMP UP もおか・もおかインフォ
　冬休みの楽習情報
◆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
　RIVER＋ ピクニックマルシェ
　第 80回 こらぼ茶話 気軽に太極拳

問 下水道課維持係 ℡ 83-8162

下水道台帳作成調査下水道台帳作成調査
　公共下水道施設の適切な維持管理のための調
査です。公共汚水ますが民地（家庭の敷地）に
設置されている場合、立ち入り調査を行うこと
になりますので、ご協力をお願いします。
【期間】11月 22日（月）～ 1月 31日（月）
【委託先】国際航業㈱　℡ 042-307-7777
※市から委託を受けた調査員が立ち入り調査を
行います。民地内に入る際には、許可を得て
から立ち入ります。また、金銭を請求するこ
とは一切ありません。

井戸水を飲用されている方へ井戸水を飲用されている方へ
市では市内地下水の状況を把握するために水

質調査（概況調査）と、県と共同で継続監視調
査を行っています。地下水（井戸水）を飲用さ
れている方は、定期的に水質調査を実施し、安
全性を確認してください。なお、現在
汚染が確認されている詳細な地域につ
いては、市 HPで汚染物質ごとに掲載
していますので、確認ください。
問 環境課環境対策係 ℡ 83-8127

市HP

真岡市小学校英語授業の真岡市小学校英語授業の
支援員（JTE）を募集支援員（JTE）を募集

【募集人数】若干名
【業務内容】小学校 1～ 3年生の英語の授業のサ
ポートや、授業のカリキュラム・教材の作成
支援など

【応募条件】小学校英語指導者資格（J-SHINE）
を保有、または任用後取得（自費）していた
だける方
※教員免許状（英語）、もしくは学校等での指導
実績（小学校外国語活動支援員、英会話教室
講師等）のある方が望ましい

【任用期間】令和4年４ 月 1 日～５年3 月 31日
（再任用あり）

【賃金】時給 2,000 円（源泉徴収あり）
【勤務時間】週 2～ 5日、1日当たりおよそ 2～
4時間の間で相談により決定します。

【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、
J-SHINE 資格、教員免許等がある方はその写
しを添えて、11月 30 日（火）午後５時まで
に下記へ持参または郵送してください。
※期間内に応募がない場合は随時受付
し、決定次第締め切ります。

【選考】12月初旬に書類選考結果を通知
　12月中旬に面接を予定
問 学校教育課教育政策係 ℡ 81-9052

市HP

真岡市まちかど美術館 常設企画展真岡市まちかど美術館 常設企画展 
栃木の魅力を再発見！栃木の魅力を再発見！
郷土ゆかりの作家たち郷土ゆかりの作家たち
　栃木県にゆかりのある作家たち
の多彩な作品を紹介します。
【開催期間】12月27日（月）まで（毎週火曜日休館）
　午前 9時～午後 5時  最終入館午後 4時 30分
【ところ】真岡市まちかど美術館 常設展示室（駐
車場は真岡信用組合荒町支店　西側駐車場をご
利用ください）【入場料】無料
問 真岡市まちかど美術館 ℡ 080-8736-3984

第 5 回歴史教室第 5 回歴史教室
木と木の実ナナ不思議物語
～縄文時代のヒミツ～～縄文時代のヒミツ～

【とき】11月 20日（土）午前 10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【講師】栃木県立博物館学芸員 馬籠和哉 氏

＜第 6 回歴史教室＞
【とき】12月4日（土）※時間、会場は上記と同様
【演題】江戸時代の住まいと桜町陣屋の保存修復

問 文化課文化財係 ℡ 83-7735

開催日の翌週土曜日から真岡市公式
YouTube で講演を視聴できます。

真岡市公式
YouTube

久下田浄水場電気設備定期点検久下田浄水場電気設備定期点検
水道水水道水がが濁濁るる恐恐れがありますれがあります
下記の点検作業中は、水道管内の水圧が変化し下記の点検作業中は、水道管内の水圧が変化し
一時的に水の濁りが発生する恐れがありますの一時的に水の濁りが発生する恐れがありますの
で、水道水の使用にご留意ください。また、点で、水道水の使用にご留意ください。また、点
検時間帯以降に蛇口から赤水等の濁りが確認され検時間帯以降に蛇口から赤水等の濁りが確認され
た場合には、お手数でもしばらく水を流し、きれた場合には、お手数でもしばらく水を流し、きれ
いになってから利用してください。水道施設の維いになってから利用してください。水道施設の維
持管理のため、ご協力をよろしくお願いします。持管理のため、ご協力をよろしくお願いします。
【日時】11月 24日（水）午後 2時～ 4時【日時】11月 24日（水）午後 2時～ 4時
【影響区域】久下田、久下田西一丁目～七丁目、【影響区域】久下田、久下田西一丁目～七丁目、
さくら一丁目～四丁目、境、程島、長島、石島、さくら一丁目～四丁目、境、程島、長島、石島、
下大曽、大根田、大和田地内下大曽、大根田、大和田地内

【点検業者】（一財）関東電気保安協会下野事務所【点検業者】（一財）関東電気保安協会下野事務所
問 水道課浄水係 ℡ 83-8697

市議会 12 月定例会日程市議会 12 月定例会日程

1212
月月

6日（月）10:00～ 質疑・一般質問
7日（火）10:00～ 質疑・一般質問
8日（水）10:00～ 質疑・一般質問（予備日）
9日（木）10:00～ 民生文教常任委員会
10日（金）10:00～ 産業建設常任委員会
13日（月）10:00～ 総務常任委員会
15日（水）10:00～ 閉会

◆行政相談　行政への意見・要望
7日（火）

9:30 ～ 11:30 二宮コミュニティセンター

14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
7日（火）

9:00 ～ 12:00 二宮コミュニティセンター

7日（火）
17:00 ～ 19:00 総合福祉保健センター

◆法律相談　（真岡市民に限る）
14日（火）

10:00 ～ 12:00
11/26（金）8:30～予約受付

総合福祉保健センター

◆心配ごと相談
7、21、28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

14日（火）
9:00 ～ 12:00 山前分館

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 12 月の各種相談日

芳賀地区合同公売会芳賀地区合同公売会
　地方税等の滞納処分により県と芳賀郡内の市町
が差し押さえた財産を期間入札の方式で公売しま
す。公売財産の売却代金は滞納市税等へ充当され
ます。詳細は、市HPを確認ください。
【公売財産】自動車、コンバイン、お米、CDなど
※公売財産をご覧になりたい方は、入札期間中
に下記までお申し出ください。
※入札期間中は、本庁舎 1階ロビー北側、栃木
県庁芳賀庁舎にて写真を掲示します。

【入札期間】11月 29日（月）～ 12月 10日（金）
8:30 ～ 17:15（土・日曜日を除く）

【入札場所】真岡県税事務所窓口および真岡市役
所納税課窓口　
問 納税課納税推進係 ℡ 83-8489
　 真岡県税事務所 ℡ 82-2135

1111
月月
22日（月）10:00～ 議会運営委員会
29日（月）10:00～ 開会

問 議事課 ℡ 83-8176

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）
※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
【主な申請書類】
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
※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

小・中学校運動会（10月開催分）
◆午前 8時放送
　物部中：11/23、11/27
　山前小：11/24
　西田井小：11/25、11/28
　真岡東小：11/26

◆午後 3時放送
　山前小：11/27
　真岡東小：11/28　
※真岡東小は10/27開催分
　小学5・6年のみ放送


