
狩猟区域に入る際には、狩猟区域に入る際には、
次の事項にご注意を！次の事項にご注意を！

　狩猟期間（真岡市は 3月 15日まで）に狩猟区域
に入る際は、次の事項に注意してください。
○ハンターが入っている場所、猟銃の音がした方向
には近づかない。○明るい色の服を着る、ラジオや
鈴などを携行するなど、自分の存在をアピールする。
○わな設置の標識のある場所には近づかない。
【問い合わせ】栃木県県東環境森林事務所  ☎ 81-9001
　農政課農政係  ☎ 83-8137

新成人の皆さまへ新成人の皆さまへ
20 歳になったら国民年金20歳になったら国民年金
　国民年金は、年を取ったときやいざというときの
生活を、現役世代みんなで支え合う制度です。
　具体的には、若いときに公的年金に加入し、保険
料を納め続けることで、年をとったときや、病気や
ケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなっ
たときに、年金を受け取ることができる制度です。

国民年金のポイント
★将来の大きな支えになります
　　国民年金は 20歳から 60歳までの方が加入し、
　保険料を納める制度です。
　　国が責任をもって運営する制度のため、安定し
　ており、生涯にわたって年金を受け取れます。
★老後のためだけのものではありません
　　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほ
　か、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、
　病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
　　また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その
　加入者により生計を維持されていた遺族（子のあ
　る妻や子）が受け取れます。
「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」
★学生納付特例制度
　　学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の
　所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付
　が猶予される制度です。
　　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学
　（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専
　修学校及び各種学校（修業年限 1年以上である課
　程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
★若年者納付猶予制度
　　学生でない 30歳未満の方で、本人及び配偶者
　の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の
　納付が猶予される制度です。

【問い合わせ】国保年金課国民年金係  ☎ 83-8593
　二宮支所福祉国保窓口係  ☎ 74-5004
　宇都宮東年金事務所  ☎ 028-683-3216
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市長との懇談会開催市長との懇談会開催

Aos Cidadãos Estrangeiros
Debate com o PrefeitoDebate com o Prefeito
Será realizado um Debate com o Prefeito, onde 
o objetivo é ouvir as opiniões e sugestões dos 
Estrangeiros residentes de Mooka.
Temas a tratar: Como melhorar a convivência 
com os Cidadãos Japoneses e sugestões 
sobre novos serviços que a Prefeitura pode 
prestar aos Estrangeiros.
Contamos com a vossa presença.
【Data】Dia 13 de Fevereiro,quinta-feira,a 
partir das 19:00 às 20:30 
【Local】Mooka Kouminkan,(Sala de Reunião 
3 e 4)(Frente ao Corpo de Bombeiro de Moka)
【Alvo】Estrangeiros residentes que tenham um 
conhecimento básico do idioma Japonês,50 
vagas (Interpretes em Português, Espanhol, 
Inglês, Tagalog e Chinês)
【Inscrição】Até o dia 31 de Janeiro,sexta -feira 
Na Associação de Internacional de Moka. 
(Prefeitura de Moka)
【Informações】☎ 83-8719 Fax 83-8392   　
　e-mail:anzen@city.moka.lg.jp

　外国籍市民の皆さまから市政に対するご意見・要
望をお聞きし、今後の取り組みの参考とさせていた
だくため、「市長との懇談会」を開催します。多く
の方の参加をお待ちしています。
【とき】2月 13日（木）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】市公民館  2 階 第 3･4 会議室
【募集人数】市内に居住または勤務し、日本語会話の
　可能な外国籍市民 50 人程度（※スペイン語・ポル
　トガル語・中国語・英語・タガログ語の通訳あり）
【申込方法】1月 31日（金）までに、氏名・年齢・
　性別・国籍・質問事項を、下記までご連絡ください。
【申し込み・問い合わせ】
　安全安心課国際交流係 ☎ 83-8719 FAX83-8392

Señores residentes extranjeros
Conversatorio con el AlcaldeConversatorio con el Alcalde
A todos los residentes extranjeros de la 
ciudad de Mooka, los invitamos a participar 
del “Conversatorio con el Alcalde” en donde 
podamos intercambiar ideas y opiniones sobre 
temas de como mejorar la interrelación con 
ciudadanos japoneses, sugerencia de  nuevos 
servicios de la municipalidad, entre otros.
【Día y hora】13 de Febrero (jueves) de 19:00 
a 20:30 Horas
【Lugar】Centro Comunitario de Mooka, Sala 
de Reunión 3 y 4(Mooka Shi Kominkan,)
【Participantes】50 personas residentes en 
esta ciudad. Conocimiento del idioma japonés.  
(Interprete en español, portugués, inglés, 
tagalog y chino)
【Inscripciones y plazo】En la Asociación 
Internacional de Mooka　(MIA).  
Hasta el 31 de Enero (viernes) 
【Informações】☎ 83-8719 Fax 83-8392 
　e-mail:anzen@city.moka.lg.jp

真岡市内放射線量等測定結果真岡市内放射線量等測定結果 単位：マイクロシーベルト /時間単位：マイクロシーベルト /時間
（※水道水については、単位：Bq/kg）（※水道水については、単位：Bq/kg）

放射線量等測定最新結果は、市のホームページで随時公開しています。http://www.city.moka.tochigi.jp/

測定場所 測定カ所数 最小値 最大値 測定日 問い合わせ
公立保育所および留守家庭児童会館等
（園庭中央・地上 50cm）   8 カ所 0.07 0.10 1 月 7日（火） 児童家庭課保育係

☎ 83-8035
小学校（校庭・地上 50cm） 18 カ所 0.06 0.11  1 月 6日（月）

～1月10日（金）
学校教育課庶務係
☎ 83-8180中学校（校庭・地上 100cm）   9 カ所 0.06 0.10

公園（地上 50cm） 28 カ所 0.06 0.11 12 月 13日（金）都市計画課維持管理係☎ 83-8724

【農村公園（12/16測定）】西田井駅前公園0.08 堀内ほたるの里公園0.07 大根田公園0.08 四季の里公園0.07
　せせらぎ公園0.06 下物井公園0.09 三谷農村広場0.08 長沼西部農村公園0.11 両沼公園0.09 仏生寺公園0.09
【運動場（12/12測定・地上50cm）】東運動場0.08 北運動場0.07 鬼怒自然公園0.09 二宮東部運動場0.09 
　二宮運動場 0.11 大谷台公園 0.07 勝瓜公園 0.08 三ツ谷公園 0.09 松山公園 0.09 市民公園 0.08
【水道水〈セシウム〉（1/7測定）】石法寺、西田井、久下田、三谷、京泉浄水場、荒町、大谷台配水場、大田山、台町水源地　不検出
【給食全量〈セシウム〉（12/13・20測定）】小中学校一週間分給食全量＜第一・二学校給食センター＞ 不検出

市役所職員を装った市役所職員を装った
不審な電話にご注意を！不審な電話にご注意を！
　高齢者の方の自宅に、市役所職員を名乗る人物か
ら不審な電話がありました。
　内容は、「保険料の還付があるため、通帳の口座
番号を教えてほしい。また携帯電話の番号を教えて
ほしい」というものです。
　市役所からの還付を電話のみで行うことはありま
せんので、同様の電話があった場合にはご注意くださ
い。このような不審な電話や来訪者があった場合には、
収税課収税係または真岡警察署へご相談ください。
【問い合わせ】収税課収税係 ☎ 83-8115 FAX83-6205
　真岡警察署 ☎ 84-0110

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、昨年中に取り壊
した家屋がある方は、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

漏水調査にご協力を！漏水調査にご協力を！
　地下で発生している水道管からの漏水を早期に発
見し、修理することで水資源の有効利用を図り、ま
た漏水による道路陥没等の２次災害を防止するた
め、漏水調査を実施します。
　調査は、道路上からお客さまの水道メーター付近
まで実施するため、市が委託した業者の調査員が昼
間敷地内に立ち入ることがありますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
　なお、調査員は市が発行した身分証明書を携帯し
ますので、不審に思った場合は身分証明書の提示を
お求めください。また、調査は市の費用で実施して
おりますので、お客さまに調査費用等を請求するこ
とは一切ありません。
【調査期間】1月 20日（月）～ 2月 21日（金）
【調査時間】昼間／午前９時～午後５時

夜間／午後１０時～午前５時
【調査場所】三谷、水戸部、阿部岡、高田の一部
【調査業者】フジ地中情報株式会社
【問い合わせ】水道課工務係 ☎83-8168 FAX84-7512

市有地売払いのお知らせ市有地売払いのお知らせ
【物件】（土地の所在地番）並木町三丁目9番12　1筆
　（地積）985.24 平方メートル（地目）宅地
　（最低入札価格）26,600,000 円
【都市計画法の区域区分】市街化区域
【売却方法】一般競争入札
【現地説明会】1月28日（火）【入札日】2月28日（金）
【申込方法】2月 3日（月）～ 14 日（金）の期間
　に入札参加申込書を下記窓口へ提出してください。
※応募案内や申込書は下記窓口で配布しています。
　市ホームぺージ（http://www.city.moka.tochigi.
　jp）からもダウンロードできます。

【申し込み・問い合わせ】企画課管財係 ☎ 83-8103
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女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
施設検診を受けましたか？施設検診を受けましたか？
　平成 25年度の女性がん（子宮・乳がん）施設検
診の実施期間は、2 月 28 日（金）までです。まだ
検診を受けていない方は、忘れずに受診しましょう。
　新規で施設検診をご希望の方（子宮がん検診 20
歳以上、乳がん検診 30歳以上）や受診券を紛失さ
れた方は、下記窓口までご連絡ください。
【申し込み・問い合わせ】 
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

　栃木県興行生活衛生同業組合と、真岡市芸術鑑賞
会が協同で実施する特別無料上映会です。
　以前「NHKプロフェッショナル仕事の流儀」で放映
され大反響を呼んだ、青森県弘前市で不可能と言われ
た無農薬リンゴの栽培に取り組み続けた、木村秋則氏
の実話を映画化した「奇跡のリンゴ」を上映します。
この機会に、ぜひスクリーンでご鑑賞ください。
【とき】1月18日（土）2回上映（全席自由席）
　①午前 10時から ②午後 2時から (30分前開場)
【ところ】二宮文化会館【上映時間】2時間 9分
【入場料】無料（栃木県興行生活衛生同業組合との協同事業）
【出演】阿部サダヲ、菅野美穂、山﨑努　ほか
【問い合わせ】二宮文化会館（日・月曜・祝日休）
　☎ 74-3373　FAX 74-4007

映画映画 「奇跡のリンゴ」

お詫びと訂正について
　weekly Newsもおか1月10日発行号の４ページ
「ファミリーコンサート」の記事について誤りがあり
ましたので、下記のとおりお詫びして訂正いたします。
　《誤》【とき】２月２日（日）午後23時開演
　《正》【とき】２月２日（日）午後 3時開演


