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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 0.06 0.09 5月 27日（火） 児童家庭課保育係

☎ 83-8035

公園（地上 50cm） 28 カ所 0.05 0.10 5月 19日（月） 都市計画課維持管理係
☎ 83-8724

水道水（浄水場）※セシウム   9 カ所 不検出 5月 7日（水） 水道課浄水係
☎ 83-8697

【小学校（5/26 ～ 5/30 測定 - 校庭・地上 50 ㎝）】真岡小 0.07 真岡東小 0.07 真岡西小 0.07 亀山小 0.08 
　大内中央小0.09 大内東小0.08 大内西小0.07 山前小0.07 山前南小0.07 西田井小0.06 東沼小0.08 
　中村小 0.08 中村東小 0.08 中村南小 0.09 長田小 0.09 長沼小 0.08 久下田小 0.05 物部小 0.07
【中学校（5/26 ～ 5/30 測定 - 校庭・地上 1m）】真岡中 0.06 真岡東中 0.07 真岡西中 0.07 大内中 0.07 
　山前中 0.06 中村中 0.07 長沼中 0.07 久下田中 0.06 物部中 0.06
【市公民館分館（5/28測定）】山前分館0.08 中村分館0.10 大内分館0.07 真岡西分館0.08 二宮分館0.08

　平成 17 年 10 月から介護保険施設などを利用し
ている方の食費と居住費が自己負担となりました
が、低所得の方の介護サービス利用が困難とならな
いよう、所得に応じた減額措置があります。市役所
介護保険課または二宮支所福祉国保窓口係で負担限
度額認定申請をしてください。  　　
　なお、現在、限度額認定を受けている方も、6月
30 日で有効期限が切れますので、6 月 30 日（月）
までに新たな負担限度額認定申請をしてください。
対象者 本人および世帯全員が市町村民税非課税の方

対象サービス
①介護保険施設における食費と居住費
②ショートステイ（短期入所）における
　食費と滞在費

～負担限度額等認定～負担限度額等認定
　　申請を忘れずに！～　　申請を忘れずに！～介護保険介護保険

【問い合わせ】介護保険課介護保険係
　☎ 83-8094　FAX83-8554

　6月分以降の手当てを引き続き受給するためには、

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係
　☎ 83-8131  FAX82-2340

児童手当児童手当・・特例給付特例給付のの現況届現況届
必ず手続き必ず手続きをを行って行ってくくだださいさい！！
現況届の提出が必要です。現況届が確認できない場
合は、6月分以降の手当てを受給することができま
せん。必ず手続きを行ってください。

～がん検診推進事業～

大腸がん検診大腸がん検診無料クーポン券無料クーポン券
をを利用利用しましょうしましょう

　次の生年月日に該当する方は、クーポン券の利用
で 1回に限り市で実施する大腸がん検診を無料で受
診できます。対象の方には「無料クーポン券」を郵
送しました。検診日等決まっていますので、電話で
申し込みください。

生年月日
昭和 48年 4月 2日～昭和 49年 4月 1日
昭和 43年 4月 2日～昭和 44年 4月 1日
昭和 38年 4月 2日～昭和 39年 4月 1日
昭和 33年 4月 2日～昭和 34年 4月 1日
昭和 28年 4月 2日～昭和 29年 4月 1日

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係　☎83-8122

　平成 25年 3月に市に寄贈された美術評論家の故
久保貞次郎氏のコレクションを、久保家ゆかりの久
保講堂で展示します。ぜひご覧ください。
【とき】7月 3日（木）～ 6日（日）
　午前 10時～午後 4時
【ところ】久保講堂　【入場料】無料
【主な展示作家】靉嘔（あいおう）、北川民次、池田
　満寿夫 など　※会期中、会場には解説員がいます。

【問い合わせ】　文化課 ☎ 83-7731  FAX83-4070

第 28回真岡市美術展第 28回真岡市美術展
「久保コレクション展」開催「久保コレクション展」開催

　この計画は、平成27年度から3年間の総合的な高
齢者保健福祉施策の方向性を明らかにし、この間の介
護保険料を定めるものです。
【募集人数・応募条件】下記の条件を満たす方　4人
　① 年齢が40歳以上の方（平成26年 4月1日現在）
　② 市内に引き続き１年以上住所を有する方
　③ 平日昼間の会議に出席できる方
【応募方法】
　応募用紙（福祉課で受け取り、または真岡市ホーム
ページからダウンロード）に「高齢化社会とこれから
の福祉」をテーマにした作文（600字程度。様式自由）
を添えて、福祉課へ郵送、FAXまたはメールで提出
してください。
【応募締切】７月４日（金）必着
【その他】応募多数の場合は選考により決定します。
　また、応募用紙および作文は返却しません。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市健康福祉部福祉課地域支援係
　TEL83-8132　FAX82-2340
　E-mail  fukushi@city.moka.lg.jp

真岡市高齢者保健福祉計画真岡市高齢者保健福祉計画・・介護介護
保険事業計画策定懇話会委員保険事業計画策定懇話会委員をを公募公募

～重度心身障害者医療費助成制度～
自己負担助成の申請自己負担助成の申請

　重度心身障害者医療費助成制度を利用している方
で、下記に該当する場合、受給資格者本人の自己負
担分（薬局を除く医療機関ごとに月額 500 円）に
対する助成が受けられます。
【条件】受給資格者と同じ健康保険に加入している方
　全員が、平成26年度市民税が非課税である場合。
【内容】受給資格者本人の自己負担分（月額 500円）
　を助成　
　現在対象の方も更新が必要となりますので、6 月
30 日（月）までに手続きをお願いします。
 【申請・問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129  FAX82-2340
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎ 74-5004　FAX74-1250

6月28日（土）  一足早い七夕まつり6月28日（土）  一足早い七夕まつり
SLキューロク館SLキューロク館でで素敵な出会い素敵な出会いをを
独身の男性 20人、女性 20人募集！独身の男性 20人、女性 20人募集！

　真岡鐵道では、一足早い七夕まつり「キューロク
館で素敵な出会いを」と題して、お見合いパーティー
を開催します。年齢制限なしで、男性 20人、女性
20人を募集します。
　あなたもキューロク館で運命的な
出会いをしませんか。
【とき】6月28日（土）
　午後3時30分～7時30分
【ところ】SLキューロク館
　（午後 3時 30分から情報センター 3階で受付）
【対象】独身男女　各 20人 ( 年齢制限なし )
【内容】
　◆情報センター 3階で交流会
　◆SLキューロク館内でプチパーティ
　◆キューロク館内客車スハフで 1対 1のお見合
　　いし、意中の人に投票
　◆カップル成立ペアは、キューロク走行に乗車！
【会費】男性：4,000 円　女性：1,500 円（飲食付）
　※定員になり次第締め切ります。
【主催】真岡鐵道株式会社、SLキューロク館
【申し込み・問い合わせ】
　SLキューロク館　☎ 83-9600

 真岡市制施行60周年記念 真岡市制施行60周年記念
  心を一つに  心を一つに 6060 年年
     豊かに真岡     豊かに真岡
        人人・・夢夢・・未来未来

【とき】6月 28日（土）　
　午前 9時から
【ところ】真岡市民会館
【内容】
　9:00　尊徳太鼓演奏・テープカット9:00　尊徳太鼓演奏・テープカット
　9:30　記念式典（大ホール）
 10:10　記念公演（正午まで）

【問い合わせ】　文化課 ☎ 83-7731   FAX83-4070

いよいよリニューアルオープンいよいよリニューアルオープン
真岡市民会館リニューアル真岡市民会館リニューアル
オープン記念式典・公演開催オープン記念式典・公演開催

【公演内容】【公演内容】　　
　真岡ミュージカルによるミニミュージカル、　真岡ミュージカルによるミニミュージカル、
真岡市民合唱団、舞ケ丘合唱団、真岡市民交響真岡市民合唱団、舞ケ丘合唱団、真岡市民交響
楽団による演奏、フィナーレは合唱団と交響楽楽団による演奏、フィナーレは合唱団と交響楽
団による東日本大震災復興応援チャリティーソ団による東日本大震災復興応援チャリティーソ
ングの「花は咲く」・「真岡市民の歌」の合同演ングの「花は咲く」・「真岡市民の歌」の合同演
奏です。奏です。
■館内見学ツアー（説明付き）※大ホールロビー集合
　①午後 1時 30分から　②午後 2時から
　③午後 2時 30分から
　【参加料】無料　※事前予約不要
　どなたでもお気軽に参加していただけます。使い
やすく快適になった市民会館を、一番に見て聴いて
参加してください。

風しん抗体検査風しん抗体検査をを実施実施しますします
　県では、妊娠を希望する女性とその配偶者等に対
して、先天性風しん症候群を予防するため、県内の
保健所で風しんの抗体検査を無料で実施しています。
【実施期間】平成26年6月2日～平成27年3月31日
　毎週火曜日　午前 11時～正午 （予約制）
【実施場所】　県東健康福祉センター
【対象者】栃木県内に居住する次のいずれかに該当
　する方。（ただし、過去に検査を受けたことがあ
　る方、風しんの予防接種歴がある方、検査で確定
　診断を受けた風しんの既往歴がある方は除く。）
　① 妊娠を希望する女性
　② ①の配偶者※などの同居者
　③ 風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者※などの
　　同居者　
　　※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
　　　係と同様の事情にある者を含む。  

 【申し込み・問い合わせ】
　県東健康福祉センター（真岡市荒町 2-15-10）
　☎ 82-3323 

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】現在受付中。8 月 11 日（月）まで
　（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

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会

【とき】6月20日（金）午前9時30分開始
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】草むしり、大工仕事、屋内外清掃、家事援助など
【その他】入会書類がありますので、6月 18 日（水）
　までに下記へ一度お越しください。
【申し込み・問い合わせ】
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　


