
もおかもおか
Weekly News

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

平成26年

5月30日発行

第2471 号

子どもの料理コンクール子どもの料理コンクール
～ 小学4・5・6年生の皆さんの

ランチワンプレートを大募集 ～
【対象】市内の小学 4･5･6 年生（2人
　組でも可）
【テーマ】『主食、主菜、副菜のそろっ
　たワンプレートメニュー』
【募集期限】7月 11日（金）必着

【申し込み】健康増進課窓口に備え付けの応募用紙
　に必要事項を記入し（氏名 ･住所等）、料理のレ
　シピと写真を貼付し、同窓口に直接提出。
　※応募用紙は、栃木県ホームページ「子ども料理
　　コンクール」からダウンロードできます。　
【申し込み・問い合わせ】
真岡市食生活改善推進員協議会事務局（健康増進課） 
 ☎ 83-8122  FAX83-8619

6月6月はは土砂災害防止月間土砂災害防止月間
～みんなで防ごう土砂災害～～みんなで防ごう土砂災害～

　これから梅雨や台風の季節を迎え、土石流、地す
べり、がけ崩れ等の被害が発生しやすくなります。
　土砂災害から大切な家庭を守るため、日頃から気
象情報に注意し、安全な避難場所を確認するなど、
土砂災害に備えましょう。
【問い合わせ】
　真岡土木事務所　企画調査課　☎ 83-8304　
　真岡市役所　安全安心課　☎ 83-8396

6月6月ははごみのポイ捨て散乱ごみのポイ捨て散乱
防止月間防止月間～ポイ捨てはマナー違反です～～ポイ捨てはマナー違反です～
　吸い殻、空き缶、紙くず等のごみは、捨てずに持
ち帰りましょう。
【問い合わせ】　
　環境課清掃係　☎ 83-8126　FAX83-5896

文化財めぐり 文化財めぐり 
二宮尊徳翁ゆかりの地を訪ねる二宮尊徳翁ゆかりの地を訪ねる
　今年11月に真岡市で「全国報徳サミット」が開催さ　今年11月に真岡市で「全国報徳サミット」が開催さ
れます。そこで今回は、二宮尊徳翁ゆかりの地「日光れます。そこで今回は、二宮尊徳翁ゆかりの地「日光
市今市」を訪ねます。市今市」を訪ねます。
【とき】6月 21日（土）※雨天決行
　午前 8時 20分集合（久保講堂南側砂利駐車場）
　午後 4時 30分解散
【行き先】徳治郎堰（宇都宮市）、
　報徳二宮神社、如来寺（日光市）など
【対象】市内在住または勤務の方　80人
　（申込多数の場合は抽選）
【持ち物】昼食（報徳二宮神社周辺で自由に昼食をとっ
　てください）、飲み物、筆記用具、雨具、帽子等
　※歩くので動きやすい服装で参加ください。
【参加料】300円（入館料、当日朝徴収）
【申込方法】
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
　参加者全員の住所・氏名・電話番号を記入、返信
用はがきに代表者の郵便番号・住所・氏名を記入し、
下記申込先へ郵送してください。
　6月 7日（土）消印有効
【申込先・問い合わせ】真岡市役所文化課文化財係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731　FAX83-4070

真岡市農業委員会委員選挙真岡市農業委員会委員選挙
立候補予定者説明会立候補予定者説明会

　7月 6日執行の真岡市農業委員会委員選挙の立
候補手続きなどに関する説明会を開催しますので、
立候補予定者（代理人可）は必ず出席してください。
なお、出席者数は1候補者につき2人までとします。
【とき】6月 4日 ( 水 ) 午前 9時 30分から
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【立候補できる方】
　平成 26年 3月 31日現在の真岡市農業委員会委   
　員選挙人名簿に登録され、次の①～③の要件を満
　たしている方
①真岡市農業委員会の区域内に住所がある方
②平成 6年 4月 1日以前に生まれた方
③次のいずれかに該当する方
・10a以上の農地を耕作している方
・その同居の親族や配偶者で、農業に従事する日数
　が年間 60日以上ある方
・10a 以上の農地の耕作業務を営む農業生産法人
　の組合員、社員または株主であって年間 60 日
　以上耕作に従事していると農業委員会が認めた方
　平成 6年 4月2日から同年7月7 日までに生ま
　れ、　 の①と③の要件を有する方（ただし、この
　場合、真岡市農業委員会会長の発行する証明書
　が必要）
【投票できる方】上記 　の方のみ

【問い合わせ】選挙管理委員会☎ 83-8190 FAX83-8082

1

2
1

1

平成 26 年 4 月から平成 26 年 4 月から
後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料がが変更変更
　後期高齢者医療制度の保険料は、「栃木県後期高
齢者医療広域連合」が、2年度ごとに見直しを行い、
決定しています。
　少子高齢化や医療技術の高度化等の影響による一　少子高齢化や医療技術の高度化等の影響による一
人当たりの医療費の増加に対応するため、下記のと人当たりの医療費の増加に対応するため、下記のと
おり改定されました。おり改定されました。

区　分 H26・27
年度

H24・25
年度

均等割額（被保険者一人一人が等
しく負担する金額）

43,200
円 
42,000
円

所得割率（所得に応じて負担する
所得割額を算出する割合） 8.54％ 8.54％

賦課限度額（1年間の保険料最高額）57万円 55万円
・所得の低い方に対する均等割軽減のうち、5割、・所得の低い方に対する均等割軽減のうち、5割、
　2割軽減については、該当となる基準が拡大します。　2割軽減については、該当となる基準が拡大します。
　その他の 9割、8.5 割軽減や所得軽減は、今年度　その他の 9割、8.5 割軽減や所得軽減は、今年度
　も継続されます。　も継続されます。
・これまで被用者保険の被扶養者であった方に対す・これまで被用者保険の被扶養者であった方に対す
　る保険料軽減措置は、今年度も継続されます。　る保険料軽減措置は、今年度も継続されます。
【問い合わせ】 
　保険料決定に関すること：栃木県後期高齢者医療広域連合 
　☎ 028-627-6805
　保険料に関すること：国保年金課保険税係 ☎ 83-8594

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 83-8135  FAX83-0199

　　　　　 もおか観光コンシェルジュ   
 　ガイドツアー 　ガイドツアー

　「もおか観光コンシェルジュ」は、真岡の魅力を発
見し、来訪者に紹介する案内人のことです。真岡市
の歴史や魅力を感じながら、散歩しませんか。
【とき】6月 8日（日）午前 10時から（随時受付）
【定員】各コース 1回 5人程度
【受付場所】木綿会館駐車場
【参加料】無料【所要時間】約 1時間 30分
【参加方法】事前予約または当日申し込み
【コース】◆真岡城跡コース ◆真岡伝承ふれあいツアー 
　◆文化財巡りコース ◆SLの走るまち、もおかツアー
　※当日の状況により、コース変更あり

　真岡の「観光」は、まちの方と触れ合い、真岡を体
感してもらうことが、真岡の「感交」と考え、市民に
よる同好会やサークルなどの組織が主体となり「モオ
カの休日」を開催しています。ぜひお越しください！
【とき】6月 8日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ・内容・開始時間・定員・料金等】

SL キューロク館 スハフ内
◆民話を聞いて想像力を高めよう（民話の会花もめん）
　午後 1時から〈定員〉30人〈料金〉無料
般若寺　※事前予約優先 ☎ 090-2463-2996

◆お寺ヨガ（キラキラママサークル）
　午後 1時から〈定員〉15人〈料金〉500円
　〈持ち物〉ヨガマットまたはタオル

真岡木綿会館内  ☎ 83-2560
◆機織り体験（コースター作り）
　午前10時から　随時（午後2時30分まで受付）
　〈定員〉随時5人ずつ〈料金〉500円（イベント価格）

真岡木綿会館駐車場
◆切り絵「ひまわり・金魚」（スマ・切り絵クラブ）
　午前10時から〈定員〉随時〈料金〉500円
◆リラクゼーション（リフレッシュ花）
　午前10時から〈定員〉随時〈料金〉500円
◆アルバム作り（スクラップブッキングサークル）
　午前10時から〈定員〉随時〈料金〉150円～1,000円

　　　　　　ようこそ、　　　　　　ようこそ、
　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ

　　 モオカの休日開催　　 モオカの休日開催

真岡市制施行60周年記念真岡市制施行60周年記念
第31回第31回 真岡井頭マラソン大会 真岡井頭マラソン大会
　　　ねんりんピック栃木2014　　　ねんりんピック栃木2014
　　　マラソン交流大会　　　マラソン交流大会
【とき】10月5日（日）※雨天決行（荒天中止）
　開会式 : 午前 8時 30分から
【ところ】井頭公園および周辺道路
【種目・参加費】◇親子（2km、親または祖父母と小
　学 1～ 4年生） 1 組 2,000 円 ◇小学 5・6年生男女
　別（2km）・中学生男女別（5km）1,000 円 ◇一般
　（高校生以上）年代別・男女別（5km・10km）2,500
　円 ◇一般（60歳以上）男女別（3km）2,500円
【申込期間】6 月 2 日（月）～ 8 月 11 日（月）
　（申込期間中に参加料の支払を完了してください）
　①郵便局での振り込み、または大会事務局（総合
　体育館）へ直接申し込み ②インターネットによ
　る照会・申し込み《照会》テクノプランhttp://
　www.tecnoplan.co.jp《申し込み》スポーツエン
　トリーhttp://www.sportsentry.ne.jp ③専用用紙
　による FAX 申し込み FAX0120-37-8434（24
　時間可。8/11 は 17:30 まで）④電話申し込み☎
　0570-550-846（平日の 10:00 ～ 17:30）
【問い合わせ】大会について…スポーツ振興課（総合体育館）
　☎84-2811 FAX84-6258（平日：8:30～17:15）
　申し込みについて…エントリーセンター（テクノプラン）
　☎048-778-5880（平日：9:00～18:00）

同時同時
開催開催

6 月 14 日（土）チケット一般販売6 月 14 日（土）チケット一般販売
真岡市制施行60周年記念事業・真岡市民会館自主事業真岡市制施行60周年記念事業・真岡市民会館自主事業

綾小路きみまろ  爆笑！スーパーライブ綾小路きみまろ  爆笑！スーパーライブ
【とき】9月19日（金）　午後2時開演　午後1時開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定S席5,500円、
　A席5,000円（前売り券・当日券共）
　※18歳未満の方の入場はできません。
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引
　　（開館販売分に限る）
【チケット発売日】
■一般発売 6月 14日（土）午前9時から（初日は
　１人６枚まで）※市民会館の電話予約は午後１時から
■先行発売 6月12日（木）午前９時から（市民会館
　窓口販売のみ）※真岡市芸術鑑賞会会員限定（会
　員１人につき２枚まで）
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎ 83-7731
　チケットぴあ ☎0570-02-9999(Pコード233-919)
【申込先・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

総合運動公園陸上競技場総合運動公園陸上競技場およびおよび
サッカー場サッカー場のの貸出貸出をを開始開始しますします
　真岡市総合運動公園の陸上競技場およびサッカー
場が、6 月 1日（日）から使用できます。
　貸出しについての詳細や申し込みについては、ス
ポーツ振興課に問い合せください。
【問い合わせ】スポーツ振興課　☎ 84-2811

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　年間数回の各種演奏会等に関連しながら、クラシック
音楽の聴きどころや作曲家および作品の紹介をやさしく
わかりやすく案内します。音楽・文化に親しみましょう。
【日程と内容】各回 午後 6時 30分～ 8時 30分

日　程 演　題
  6月 20日（金）7/6NHK交響楽団演奏曲目紹介
10月10日（金）モーツァルトとピアノ
平成27年
1月16日（金）

ニューイヤーコンサートと
ウィーン

【ところ】青年女性会館 ホール兼会議室
【定員】100 人（1か月前から先着順で整理券を配
　布します。）　【参加料】無料　
【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731　FAX83-4070

『さつき祭り』開催中『さつき祭り』開催中
【とき】6月1日（日） まで
　午前9時～午後5時
【ところ】井頭公園 緑の相談所展示場
【内容】さつきの展示
【主催】真岡さつき愛好会

【問い合わせ】
　商工観光課観光係　☎83-8135 　FAX83-0199


