
新型コロナウイルスの感染状況により、イベント等が中止・変更となる場合があります。
参加の際は、検温・手指消毒・マスクの着用等感染症対策の徹底をお願いします。
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のHPや市公式アプリからもご覧いただけます。 iOS版Android 版

市公式アプリは
こちらから
ダウンロード
できます。

みんなのひろば

マシン deエクササイズマシン deエクササイズ 
1 月コース体験教室参加者募集1 月コース体験教室参加者募集

　1カ月間、マシンジムトレーニングを好きな
日時に 5回まで無料で利用できます。
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）I Fitness
【対象】30～ 64歳の市民で運動したいと思って
　いる方　先着 20人
【申し込み】12月 25日（土）までに、“いちご”
の湯（井頭温泉）にて電話で受付 ℡ 83-8822
《受付時間》10:00 ～ 21:00（火曜休）
※体験教室の参加は年 1回のみとなります
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

●消防設備士試験案内
【とき】2月 13 日（日）【ところ】宇都宮工業高等
学校【願書申請期間】〔電子申請〕12月 3日（金）
～ 14 日（火）〔書類申請〕12 月 6 日（月）～ 17
日（金）（郵送または持参：消防試験研究センター
栃木県支部）【試験の種類：手数料】甲種（特類 第
1類から第 5類）5,700 円、乙種（第 1類から第 7
類）3,800 円【申し込み・問い合わせ】（一財）消
防試験研究センター栃木県支部 ℡ 028-624-1022

12 月に 70 歳を迎える方へ12 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します
　12月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉
券を受け取っていない方に、温泉券を交付します。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 26年 12月 31日以前に生まれた方）　
【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または二宮支所　　【持ち物】本人確認書類
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）
　に 1回のみです。12月に申請された方への温
泉券の交付枚数は、4枚（4カ月分）です。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

マタニティセミナーマタニティセミナー
　赤ちゃん人形を使っての沐

も く よ く

浴体験、抱っこの
仕方、妊婦擬似体験などを行います。
【とき】12月18日（土）※開始5分前までに受付
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住で妊娠中の夫婦　先着 15組
　（おおむね 28週以降、胎児が双子の
　場合は妊娠 24週以降で参加可）
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】12月 3日（金）午前 9時
から、下記にて電話で受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

第22回全国障害者スポーツ大会第22回全国障害者スポーツ大会
「いちご一会とちぎ大会」リハーサル大会「いちご一会とちぎ大会」リハーサル大会
第18回栃木県障害者スポーツ大会第18回栃木県障害者スポーツ大会

参加選手募集参加選手募集
【開催日】5月 21日（土）、22（日）
【開催場所】カンセキスタジアムとちぎ　ほか
【募集内容】陸上競技（身・知）、水泳（身・知）、アー
チェリー（身）、卓球（身・知・精）{サウンド
テーブルテニス（身）を含む }、フライングディ
スク（身・知）、ボッチャ（身）、ボウリング（知）

【参加資格者】以下のすべてに該当する方
①令和 4年 4月 1日現在、満 12歳以上の方
②身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている方
③県内在住の方、または県内に所在する学校や
施設等に通学・入所・通所している方

【参加費】無料
【申し込み】1月 14 日（金）までに、社会福祉
課障がい福祉係にて受付。学校・施設等に所
属の方は、所属先にて申し込みください。
問 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会
　 実行委員会事務局 ℡ 028-623-3530
　 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129

認知症カフェ 認知症カフェ 
　認知症カフェとは、同じ悩みを抱えた方たち
が集まり、ほっとする時間を共有できる場です。
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症についての相談など
【申し込み】下記にて電話で受付【参加料】無料

にのみやカフェ
【とき】12月 16日（木）午前 10時～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター 204 会議室

あおぞらカフェ
【とき】12月 27日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】真岡市役所青空ステーション
問 いきいき高齢課地域支援係
  （地域包括支援センターもおか）℡ 83-8132 
  （地域包括支援センターにのみや）℡ 74-5139

12/4 ～ 12/10 人権週間12/4 ～ 12/10 人権週間
“「誰か」のこと じゃない”“「誰か」のこと じゃない”
　人権とは「人が人間らしく幸せに生きていく
ために、社会によって認められる権利」であり、
誰からも侵される事のない基本的な権利です。
　人権週間のこの機会に、人権尊重の理
念への理解を深め、他人のことを思いや
り、お互いの人権を尊重しあう社会につ
いて、もう一度考えてみませんか。
問 社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943

ひきこもりに関するひきこもりに関する家族セミナー家族セミナー
　「ひきこもる」のは自分を守るための一つの方
法といわれています。本人が一歩を踏み出せる
よう、ひきこもりの理解と「これから」につい
てみんなで一緒に学んでみませんか。
【とき】12月10日（金）午前10時～11時15分
【ところ】市公民館　第３・４会議室
【講師】ポラリス☆とちぎ 齋藤 三枝子氏
【定員】先着 50人　【参加費】無料
【申し込み】12月 8日（水）までに、
　下記にて電話で受付
問 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129
　 真岡市基幹相談センター ℡ 80-7765

室
枝子氏

、

81299999999999999999999
7765

登録者登録者
募集中募集中12月12月のの結婚相談会結婚相談会

　結婚相談員が、あなたの出会いをサポートしま
す。「そろそろ結婚したいな…」「結婚したいけど出
会いが少ない」という方は、気軽にご相談ください。
18日（土）午前10時～ 11時 青年女性会館
【対象】市内にお住まい・お勤めまたは住む意思
のある方で、結婚を希望する独身男女

【持ち物】上半身と全身の写真（L判縦 13㎝×
横 9㎝）、本人確認書類（運転免許証等）

【主催】真岡市縁組センター
問 出会い結婚サポートセンター ℡ 83-1234

メス犬メス猫避妊手術補助金メス犬メス猫避妊手術補助金
　飼い犬や飼い猫の望まない繁殖により生まれ
た子犬等の遺棄をなくすため、メス犬およびメ
ス猫の避妊手術に対し、補助を行っています。

条　

件

条　

件

・飼い主が市内在住
・メス犬およびメス猫（販売目的は非該当）
・犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録と毎年
1回の狂犬病予防注射が済んでいること

・芳賀郡内に開業する獣医師の手術を受けること
・市税等を完納していること（世帯全員）

【補助額】♦メス犬一頭につき 5,000 円
　　　　 ♦メス猫一匹につき 3,500 円
【申請方法】郡内の動物病院および市HP
から取得できる申請書兼請求書に必要
事項を記入し、獣医師から手術実施済
証明に署名をもらった後、手術日から
30日以内に下記窓口へ提出してください。

※申請書兼請求書を訂正する場合は、二
重線を引きその上に押印してください。

※補助金交付にあたり、審査を行います。
問 環境課環境保全係 ℡ 83-8125

）

市HP

●暴力団の存在しない明るく住みよい街づくり
　真岡警察署、真岡地区
暴力団追放対策協議会
において「守ろう安全安
心！フェアプレーで暴
力追放！みんなでつくろう明るく住みよい街」を
キャッチフレーズに、暴力団追放活動を広報する
タオルを作成しました。タオルには、初代タイガー
マスク 佐山サトル ストロングスタイルプロレスと
タッグを組み「正義・強さ・愛」の象徴であるタイガー
マスクのロゴが入っています。市民一人一人が勇気
を持って立ち上がり、暴力団の存在しない明るく住
みよい街をつくりましょう。タオルは、暴力団追放
に賛同する協力団体に配布予定です。【問い合わせ】
真岡警察署℡ 84-0110

●地方税の申告は eLTAX（エルタックス）で！
eLTAX は、地方税における手続きを、インター
ネットを利用して行うことができるシステムです。
国と地方にそれぞれ提出する義務のある
源泉徴収票・給与支払報告書を一括して一
元的に送信することができます。eLTAX
の利用可能時間 8:30 ～ 24:00（土日祝日、
年末年始は除く）

eLTAX
HP

真岡市まちかど美術館 市民ギャラリー真岡市まちかど美術館 市民ギャラリー

己書己書春春
う ぐ い すう ぐ い す

告鳥告鳥道場道場~楽しい筆文字作品展~~楽しい筆文字作品展~
　色紙作品、ハガキ作品を展示します。
【開催期間】12月4日（土）～26日（日）
　午前 9時～午後 5時 ※火曜日休館
　（初日は午後から、最終日は正午まで）
【ところ】真岡市まちかど美術館 市民ギャラリー
　（駐車場は真岡信用組合荒町支店西側駐車場を
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

久保記念観光文化交流館開館久保記念観光文化交流館開館

久保邸クリスマス
【とき】12月 12日（日）　※荒天中止
　午前 10時～午後 3時
【ところ】久保記念観光文化交流館、真岡木綿会館
◆ステージイベント
・ドレミファそんりゅう・クリスマス合唱 など
◆会場イベント
・リアル間違い探し・駄菓子屋・似顔絵
・いちごバルーン配布・お菓子のプレゼント など
※プレゼントは、数に限りがあります
問 真岡市観光協会 ℡ 82-2012（火曜日休館）

スス

問 税務課固定資産税係 ℡ 83-8114

家屋を取り壊したときは家屋を取り壊したときは
税務課で手続きを税務課で手続きを

　令和 4 年 1 月 1 日時点で、家屋（住宅、物置、
納屋、店舗、事務所など）を所有している方には、
令和 4 年度の固定資産税が課税されます。
　所有していた家屋を令和 3 年 12 月 31 日ま
でに取り壊した方は、下記窓口へ「家屋滅失届」
の提出をお願いします。

第 6 回歴史教室第 6 回歴史教室
江戸時代の住まいと江戸時代の住まいと
桜町陣屋の保存修復桜町陣屋の保存修復

【とき】12月 4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】日本工業大学名誉教授 波多野 純 氏

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


