
参加者募集！
第22 回  第22 回  にのみやにのみや『たこあげ大会』『たこあげ大会』
～自分で作ったたこを大空高く飛ばしてみませんか！～～自分で作ったたこを大空高く飛ばしてみませんか！～
【とき】平成 26年 1月 19日（日）午前 10時～
　※雨天時 1月 26日（日）に延期
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園（砂ヶ原橋南左岸側）
【内容】①手作りのたこあげ（子ども部門、一般部門）  
　最優秀賞、優秀賞、アイデアデザイン賞あり
　②アトラクションゲスト赤城凧の会による大だこあげ
【対象】子ども部門（幼児～中学生）、一般部門（高校生以上）
【参加資格】手作りだこであればどなたでも無料で参加できます。
【申し込み】平成 26 年 1 月 7 日（火）までに下記へ
　電話で申し込みください。

『多文化共生カレッジ in 真岡』参加者募集『多文化共生カレッジ in 真岡』参加者募集
　外国の文化（生活習慣、料理、音楽、ダンス、簡単な日常会話等）を一緒に体験しませんか。外国の文
化に触れて、外国人の友達を作りましょう！
【とき・内容】

区　分 タイトル 開催日
（全て土曜日） 時　間 内　容

第1回 カレッジの説明と
楽しいワークショップ H26年1月11日 午前10時～正午

栃木県の多文化社会の現状お
よび多文化共生について、カ
レッジ全体の内容説明など

第2回
から
第6回

選　択
コース

ペルー編
H26年1月18日
　　　  1月25日
             2月 1日
             2月 8日

2月15日

午前10時～正午 簡単なスペイン語、料理、音
楽、ダンスなど

中国編 午前10時～正午 簡単な中国語、料理、音楽、
水墨画など

ブラジル編 午後1時～3時 簡単なポルトガル語、料理、
サンバ、カポエラなど

フィリピン編 午後1時～3時 簡単なタガログ語、料理、音
楽、バンブーダンスなど

第7回 交流・発表会 H26年2月22日 午前10時～午後0時30分 各コースの内容発表など
【ところ】市公民館二宮分館　【参加料】無料　【定員】各コース 先着 20人（定員になり次第締切）
【申し込み】公益財団法人栃木県国際交流協会（☎ 028-621-0777）へ電話で申し込みください。
【問い合わせ】真岡市国際交流協会（安全安心課内） ☎83-8719 FAX 83-8392

国民年金保険料は“全額”国民年金保険料は“全額”
社会保険料控除の対象となります社会保険料控除の対象となります
　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告に
おいて全額が社会保険料控除の対象となります。そ
の年の 1月 1日から 12月 31 日までに納付した保
険料が対象です。年末調整や確定申告で社会保険料
控除を受ける場合は「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」の添付等が必要ですので、大切に保管
してください。
　平成 25年 1月 1日から 9月 30日までの間に国
民年金保険料を納付された方については、今年の
11月上旬に日本年金機構より証明書が送付されて
います。また、10 月 1 日から 12 月 31 日までの
間に国民年金保険料を納付された方については、翌
年の 2月上旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合
も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の
うえ申告してください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に
ついての照会は、下記専用ダイヤルへお願いします。
控除証明書専用ダイヤル 控除証明書専用ダイヤル ☎ 0570-070-117

【受付期限】平成 26年 3月 14日（金）まで
　※祝日、12月29日～平成26年1月3日は利用できません。
【受付時間】◆月曜日…午前 8時 30分～午後 7時
　◆火～金曜日…午前８時 30分～午後 5時 15分
　◆第 2土曜日…午前 9時 30分～午後 4時
【問い合わせ】国保年金課国民年金係 ☎83-8593 FAX83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎74-5004 FAX74-1250

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！

　平成 26 年 1月 1日現在で、家屋（住宅、物置、
納屋など）を所有している方には、平成 26年度の
固定資産税が課税されます。
　所有している家屋を取り壊したり、年内中に取り壊
す予定のある方は、印鑑を持参の上、下記窓口へ「家
屋滅失届」の提出をお願いします。
【問い合わせ】 税務課固定資産税係 ☎83-8114 FAX82-1066

もおかもおか
Weekly News

栃木県真岡市総務部秘書課広報広聴係編集
☎0285-83-8100　Fax0285-83-5896

平成25年

12月20日発行

第2449 号

【お知らせ】「真岡市内放射線量等測定結果」は、紙面の都合によりお休みさせていただきます。
　なお、放射線量等最新結果は、市のホームページで随時公開しています。http://www.city.moka.tochigi.jp/

【問い合わせ】二宮文化会館（日・月曜・祝日休）
　☎ 74-3373　FAX 74-4007

【とき】12月21日（土）2回上映
　①午前 10時から ②午後 2時から
【ところ】二宮文化会館
【上映時間】1時間 49分
【入場料】大人（高校生以上）1,000円
　小人（4歳以上）500 円  ※芸術鑑賞会会員　無料
【出演】濱田ここね、上戸彩、稲垣吾郎、泉ピン子 ほか

【内　容】　苦しい家計を助けるために奉公に出た少
女が、さまざまな困難にぶつかりながらも家族を想
い、ひたむきに愛らしく成長する姿を描いていま
す。未来を見つめて生きる姿勢を貫くたくましい少
女に、世代を超えて感動できる作品です。

映画映画 「おしん」

農業委員会委員選挙人名簿農業委員会委員選挙人名簿
登載申請書登載申請書のの提出忘れずに提出忘れずに
　農業委員会の選挙人名簿は、有権者の申請に基づ
き毎年１月１日付けで調製します。有権者の皆さん
は、農業委員会委員選挙人名簿登載申請書を忘れず
に提出しましょう。申請書は期限までに、町会長ま
たは農政連絡員へ提出してください。
【選挙権のある方】◆市内に住所を有する 20 歳以
　上の方（平成6年4月1日までに生まれた方）で、10アー
　ル以上の農地について耕作の業務を営む方 ◆上記
　の対象者と同居する親族、またはその配偶者（年
　間 60日以上農業に従事する方）
【提出期限】平成 26年 1月 7日（火）
※郵送で発送されている方は、平成26年1月10日（金）
　までに農業委員会事務局または二宮支所（二宮コミュ
　ニティセンター内）に提出ください。
【問い合わせ】農業委員会 ☎ 83-8188 FAX 83-0199

第21回第 21回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】12月22日（日）午前8時～11時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【内容】地場野菜・果物・水産物（鮮魚・塩干・加
　工品など）の即売、豆腐・ガンモなどの手作り品
　販売、焼きそばなどの軽食販売など
＜今月の目玉商品＞お正月商品特価、甘酒無料サービス、
　みかん・りんご大特価、北海道産特大ジャガバター
【問い合わせ】地場野菜出荷者募集中！
   公設芳賀地方卸売市場協力会 ☎82-8585  FAX 84-0225
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【申し込み・問い合わせ】（月曜・祝日休）
　市公民館二宮分館 ☎ 74-0107 FAX74-0187

平成 25年 7月から平成 25 年 7月から
揚水施設の届出が義務化揚水施設の届出が義務化
　地盤沈下を未然に防止するため、「栃木県生活環
境の保全等に関する条例」が改正され、一定規模以
上の揚水施設を設置している方、または設置しよう
とする方に対し、平成 25年 7月 1日から設置等の
届け出が義務付けられました。
　該当する揚水施設をお持ちの方または、県から通知
が届いている方は、下記へ速やかに届け出をしてくだ
さい。
【対象】揚水機の吐出口の断面積が 6㎠を超えるも
　の（なお、農業用の施設では、ストレーナーの位
　置が、地表から 30m未満のものは届け出がいり
　ません。家庭用の吐出口は、通常 6㎠以下です）
※届出書の様式は、栃木県のホームページからダ
　ウンロードできます。詳しくは、県のホームペー
　ジを参照するか、下記まで問い合わせください。
（栃木県ホームページ）http://www.pref.tochigi.lg.jp/
　d03/eco/kankyou/hozen/jiban_jourei.html
【問い合わせ】環境課公害対策係 ☎83-8127 FAX83-5896

408 号真岡宇都宮バイパス408 号真岡宇都宮バイパス  12 月 21 日（土）完成開通  12 月 21 日（土）完成開通

【問い合わせ】宇都宮土木事務所整備第三課 ☎028-626-3166　真岡土木事務所整備第一課 ☎83-8306
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※普通車は、側道を通行できます
※大型車は、う回路ルートの通行にご協力ください

う回路ルート

　一般国道 408 号真岡宇都宮バイパス（鬼怒テクノ
通り）が、清南大地高架橋の完成に伴い、全線完成
開通します。
【とき】12月 21日（土）午後 2時から
【ところ】一般国道 408 号真岡宇都宮バイパス（真
　岡市一般国道 121 号交差点～宇都宮市一般国道　
123号交差点までの 5.2 キロメートル）
【通行規制】同日の午前 10時 30分～午後 2時
※完成開通に先立ち、本線切り替え工事等のため、
　当該区間のバイパス本線は全面通行止めとなりま
　す。現地の案内誘導により、う回等をお願いします。

生活習慣病検診生活習慣病検診をを追加実施追加実施
　今年度の受診機会を逃してしまった方、下記の日
程で生活習慣病検診を追加実施します。自身の健康
状態を確認するためにも、年に 1度の検診をお勧
めします。申し込みお待ちしています。
【とき】平成 26年 1月 28日（火）、29日（水）
【受付時間】午前 8時～ 10時
【ところ】総合福祉保健センター
【検診の内容】①特定健診 ②胃がん検診 ③大腸がん
　検診 ④肺がん検診
【対象】① :40 歳以上の国民健康保険加入者の方

②～③ :40 歳以上の方
【定員】両日とも 先着 200 人
【申込期限】平成 26年 1月 20日（月）
　※定員になり次第締め切ります。
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

真岡鐵道  真岡鐵道  SL 列車の運休SL列車の運休
　SL客車脱線事故による客車修理のため、1カ月
程度、ＳＬ列車を運休します。このため、イベント
列車「サンタトレイン 2013」、「新年号」について
も中止となります。ご迷惑をお掛けします。詳細
については、真岡鐵道ホームページ（http://www.
moka-railway.co.jp/）をご覧ください。
【問い合わせ】 （運行について）真岡鐵道（株） ☎ 84-2911
　（イベントについて）真岡線SL運行協議会 ☎ 82-9151


