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マダニマダニのの媒介感染症媒介感染症にに注意注意！！
　マダニは春から秋にかけて活動が活発になりま
す。ハイキングや畑作業中に、病原体を持ったマダ
ニにかまれることで感染します。
　主な感染症は、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
です。これらは、ワクチンによる予防法がないため、
マダニにかまれないように注意しましょう。
【予防策】
　・草むらなどに入る場合は、肌を露出しない服装
　　にする。 ・屋外活動後は入浴などで、マダニに
　　かまれていないか確認する。
【主な症状】・発熱、発疹、食欲低下、嘔吐、出血症状等
※もし、マダニにかまれたら、無理に手指で引き抜
　こうとせず、医療機関を受診しましょう。
※全てのマダニが病原体を保有しているものではありません。

O157O157がが流行流行していますしています！！
　今年は、例年よりも早いペースで、O１５７（腸
管出血性大腸菌感染症）の患者数が増加しています。
これから秋ごろまで注意が必要です。特に、乳幼児
や高齢者は注意しましょう。
【予防策】
　・トイレの後や調理、食事前には、必ずせっけん
　　で手を洗う。 ・肉は十分に加熱調理する。
　・調理用具は清潔にする。
【症状】水溶性の下痢、激しい腹痛、血便、嘔吐、高熱
　重症の場合、尿量の減少、血尿などから意識障害
　や神経症状を伴います。
　※これらの症状があったら、速やかに医療機関を
　　受診しましょう。
【問い合わせ】健康増進課母子健康係
☎ 83-8121  FAX83-8619

◇職種および受験資格
職種 人数 受験資格

一般
事務 1人

平成元年4月2日～平成5年４月１日まで
に生まれた方で、大学卒業以上の学歴を有す
る方（平成27年3月卒業見込みの方を含む）

【申込期限】8 月 8 日（金）まで
【試験日程】9月21日（日）受付：午前8時30分～9時
　筆記試験：午前9時 15分～正午（適性検査含む）
【試験会場】栃木県立真岡高等学校　
【試験方法】第 1 次試験 公務員上級試験・適性検査、
　第 2 次試験 作文・口述試験（1次合格者）
【一次試験合格発表】10月 8日（水）午前 10時
　組合ホームページおよび芳賀地区広域行政セン
　ター玄関前に掲示します。
【申込方法】採用試験受験申込書に所要事項を記入し
　下記へ持参または郵送（8月8日（金）消印有効）
【あて先・問い合わせ】〒321-4415 
　真岡市下籠谷4412　芳賀地区広域行政事務組合 
　総務課 庶務企画係 ☎ 82-9151 FAX82-9152

  芳賀地区広域行政事務組合
平成27年度採用平成27年度採用一般職員一般職員をを募集募集

  高齢者高齢者のの熱中症熱中症にに注意注意！！
　熱中症の発生は、毎年 7～ 8月がピー
クです。熱中症患者のおよそ半数は 65歳
以上の高齢者です。高齢者は暑さへの感覚が衰え、
汗をかきにくくなり、熱中症発症の恐れが高くなる
ため、注意が必要です。
≪熱中症予防のポイント≫
　◆のどの渇きを感じる前にこまめに水分補給しましょう。
　◆エアコンや扇風機を上手に活用し、室内の温度・
　　湿度を調整しましょう。
　◆服装を工夫しましょう。
　　（通気性・吸湿性の良い服、帽子・日傘の活用）
　◆生活リズムを整え、体調管理に注意しましょう。
　室内でも熱中症を発症し、救急搬送されたり、死
亡する事例もあります。暑い夏に向けて、日頃の生
活の中で熱中症予防に努めましょう。
【問い合わせ】福祉課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-6335

　「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。今回のガイ
ドツアーは、高田山専修寺で開催される「高田まち」
に合わせて高田山専修寺を案内します。
【とき】8月 1日（金）
　午前 9時から午後 4時まで（随時受付）
【定員】1回 5人程度
【受付場所】高田山専修寺駐車場【参加料】無料
【参加方法】事前予約または当日申し込み

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

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

◇職種および受験資格
職種 職種内容、試験日、受験資格

①
航空
学生

　自衛隊のパイロットを育成する学校です。
・9/23（火）
・高校3年生～21歳未満（平成27年4月1日
　現在 )の男女

②
一般曹
候補生

　各職種のエキスパートになり、自衛隊の中堅
を担うコースです。
・9/19（金）、9/20（土）のうち指定する 1日
・高校3年生～27歳未満（平成27年4月1日現在)      
  の男女

③
自衛官
候補生

　任期制（勤務期間）を定めた採用コースです。
・9/25（木）～9/29（月）のうち指定する1日
・高校3年生～27歳未満（平成27年4月1日現在)      
  の男女

【申込期間】①②：8月 1日（金）～ 9月 9日（火）、
　③：年間通じて行っています。　
※真岡市では、地方自治法第2条第9号の法定受託事務
　として、募集時期に応じて自衛官募集情報などをお知
　らせしています。
【あて先・問い合わせ】
　〒321-4307 真岡市西郷2585-252（栄光ビル　
　2階）自衛隊栃木地方協力本部　真岡募集案内所
　☎ 83-7818（ FAX 兼）

平成 26年度平成 26 年度  自衛官自衛官をを募集募集

料金無料
秘密厳守 8 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   12日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   12日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※8/1（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  12日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

5・12・19・26日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  5日（火）13:30～15:30

【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

写真展写真展「60年の歩み」「60年の歩み」写真募集写真募集

＜募集概要＞   
【テーマ】真岡市（旧二宮町含む）の60年の歩みや歴史、
　市の発展を振り返ることができるもの。
【サイズ等】指定なし。複写後A3サイズで掲示。
【募集点数】100点（100 点を越えた場合は選考）
【応募】9月 1日（月）まで（必着）。下記まで持参・
　郵送・Eメールで応募。
【応募上の注意】応募写真１点ごとに裏面へ応募票（下
　記係窓口または市役所本庁舎総合案内に用意、ホーム
　ページでダウンロードできます）を貼り付け。（電子デー
　タの場合は、ファイル名を明記して別添）

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　真岡市総務部秘書課広報広聴係　☎83-8100

　市制施行60周年を記念して「60年の歩み」写真
展を実施します。皆さんの家庭に眠っている真岡市の
60年の歩みを物語る写真を募集します。皆さんの写
真で、真岡市の60年の歩みを振り返りましょう。

《真岡市接骨師会》8月の当番院
当番日 当番院名 電話番号 当番日 当番院名 電話番号

  3日（日）岩崎整骨院 74-2903 10日（日）植木整骨院 080-4470-1288
17日（日）武田整骨院 82-2211 24日（日） 磯整骨院 81-5331

31日（日）なかた整骨院 81-3152

【問い合わせ】消費生活センター☎84-7830 （FAX兼） 

消費生活センター（青年女性会館内）
※花火大会が 28日（月）に延期になった場合は休館

図書館は 7/26（土）・28（月）休館
【問い合わせ】図書館☎ 84-6151 FAX83-6199 

『真岡の夏まつり花火大会』に伴う『真岡の夏まつり花火大会』に伴う周辺施設周辺施設のの臨時休診・休館臨時休診・休館
急患センターは7/26（土）・28（月）休診
　花火大会に伴い休診となりますが、下記の病院が対
応しますので、受診が必要な場合はご利用ください。

大前神社大前神社

真岡東小真岡東小

市民会館市民会館
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市役所市役所
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急患センター急患センター

北真岡駅北真岡駅
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行屋川行屋川

物産会館物産会館
木綿会館木綿会館

真岡東中真岡東中

★

【問い合わせ】
急患センター（芳賀地区救急医療センター）☎ 82-9910
芳賀地区広域行政事務組合☎82-9151 FAX82-9152 

【対応医療機関】真岡病院（荒町 3-45-16） 
 ☎ 0285-84-6311  診療時間18:30～21:30

コットベリー号の一部運休
　一部の停留所が、下記のとおり利用できなくなります。
◆真岡病院　7/25（金）7/27（日）午後 4時 30分～
◆真岡市役所、総合福祉保健センター　7/26（土）終日
◆あくつ皮膚科前　7/25（金）7/26（土）7/27（日）終日
【問い合わせ】企画課企画調整係 ☎83-8102  FAX 83-5896 

無人ヘリ無人ヘリによるによる水稲病害虫防除水稲病害虫防除
【とき】7月 25日（金）～ 8月 4日（月）、
　８月16日（土）～22日（金）予定
　各日午前 5時～正午
　※天候、出穂の条件により日程の変更あり。
【散布農薬】アミスターアクタラSC（殺虫殺菌剤）
【問い合わせ】
JAはが野真岡地区営農センター ☎ 83-3311
JAはが野二宮地区営農センター ☎ 74-4115
農政課農政係 ☎83-8137 FAX 83-6208

国民健康保険国民健康保険（75歳未満の方）（75 歳未満の方）

限度額適用認定証の更新限度額適用認定証の更新
　国民健康保険に加入されている75歳未満の方で、
限度額適用認定証（医療機関に認定証を提示するこ
とで、窓口での支払いが所得に応じた自己負担限度
額までとなるもの）の交付を受けている方は、認定
証の有効期限が 7月 31日までとなっています。
　引き続き必要な場合は、下記のとおり更新の手続
きをお願いします。
　なお、８月中に更新手続きをしていただくと、８
月１日からの適用となります。
【ところ】国保年金課または二宮支所福祉国保窓口係
【手続きに必要なもの】国民健康保険証・印鑑
【対象世帯】国民健康保険税完納世帯、70～ 75歳
　未満の方は市町村民税非課税世帯
【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎ 83-8123 FAX 83-6205

8 月 2 日（土）チケット一般販売8 月 2 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

福田こうへいコンサートツアー福田こうへいコンサートツアー
【とき】11月 12 日（水）　午後2時開演　午後1時
　30分開場　【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定5,500円
　※未就学児入場不可。膝上鑑賞はできません。
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
【チケット発売日】
　一般発売 8 月 2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
　(先着順のため、電話予約開始前に売り切れる場合あり)
【プレイガイド】■市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30
　～17:15)■㈲暮田商会 ☎82-2611■金子電機真岡店 ☎82-
　1200■㈲えびはら ☎74-0075■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）


