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 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

　障害者の施策および障害福祉サービスに関する計
画を策定するため、市民の方からご意見をいただく
ものです。
【募集人数・条件】下記の条件を満たす方　2人
　・市内に引き続き１年以上住所を有する満40歳以上の方
　　（平成26年4月1日現在）　
　・平日昼間の懇談会に出席できる方（2回程度）
【応募方法・締切】任意の用紙に下記①②を記入し、
　9月 10 日（水）までに下記宛先へ郵送（必着）、
　FAXまたは Eメールで提出ください。
①身上書（住所、氏名、年齢、職業、連絡先の電話番号、
　ボランティア活動歴、応募動機を明記したもの )
②「本市のこれからの障害者福祉について」の作文
　（600字程度）
【その他】応募多数の場合は選考とし、提出書類は
　返却しません。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市福祉課障害者福祉係　☎ 83-8129
　FAX82-2340　E ﾒｰﾙ fukuhshi@city.moka.lg.jp

真岡市障害者計画真岡市障害者計画およびおよび障害福祉計画障害福祉計画
策定懇談会策定懇談会のの公募委員募集公募委員募集
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【問い合わせ】下水道課工務係☎ 83-8161 FAX83-8142

工事
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　下記の区間で雨水管渠整備工事を実施します。（一
部夜間工事あり）通行の際にはご迷惑をお掛けします
が、ご協力をお願いします。

自動車部品工業
真岡工場

興和
真岡工場

【工事期間】
　平成26年8月18日（月）～
　平成27年3月12日（木）予定

新しい印鑑登録証に交換して
自動交付機をご利用ください
　市民課前玄関風除室で自動交付
機が稼働中です。（二宮支所には
設置されていません）コットベ
リー付きの新しい印鑑登録証と暗
証番号により「印鑑証明書」だけ
でなく「住民票」も交付できますので、ぜひご利用
ください。引き換え交換は無料です。
【自動交付機が使える時間】※12/29～ 1/3を除く
　（月・火・木曜日）午前8時30分～午後5時15分
　（水・金曜日）　　 午前8時30分～午後7時
　（土・日・祝日）　 午前8時30分～午後5時

※暗証番号の登録には、免許証等写真付の本人確認
　書類、使用中の印鑑登録証、認印をお持ちの上、
　ご本人の申請が必要となります。なお、代理人に
　よる申請の場合は、暗証番号の登録ができません。

▲新しい印鑑登録証（見本）▲新しい印鑑登録証（見本）

【問い合わせ】 市民課窓口係 ☎83-8117 FAX 83-8514 
二宮支所市民窓口係 ☎ 74-5002 FAX 74-1250

農作業農作業のことならのことなら農業公社農業公社へへ
　真岡市農業公社では、農作業でお困りの方のため
に、稲の収穫・乾燥調整作業など秋作業の申し込み
を受け付けています。
【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考
　（ほ場条件により異なります）
【申込期限】8月 29日（金）

【申し込み・問い合わせ】真岡市農業公社
　（農業振興センター内）☎ 83-9931  FAX83-8911

8 月 15日（金）は、戦没者を8月 15日（金）は、戦没者を
追悼し平和を祈念する日です追悼し平和を祈念する日です
　先の大戦で犠牲となったすべての方々を追悼し、平
和を祈念するため、正午に1分間の黙とうを捧げま
しょう。（サイレンが鳴ります、メロディは鳴りません）

【問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129

開幕50⽇前イベント開催
【とき】8月 15日（金）午後 5時～
【ところ】宇都宮オリオンスクエア
【内容】県内のゆるキャラが集合する
　　　 ステージイベントほか
【問い合わせ】福祉課ねんりんピック推進係
　　　　　　 ☎ 81-3271　FAX82-2340

川面を流れる小さなともしびに平和の祈りをこめて

第20回第20回真岡の灯ろう流し真岡の灯ろう流し
【とき】8月15日（金）午後 6時 30分～9時
　　 　※雨天の場合は 16日（土）に順延
【ところ】行屋川水辺公園（真岡小学校東側）

真岡商工会議所、市役所商工観光課、物産会館で
流し灯ろう（1セット 500 円）を発売中です !!

【問い合わせ】   真岡商工会議所青年部  ☎ 82-3305
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午後6時～9時30分
車両進入禁止

水
辺
公
園

N

N

【主催 ･問い合わせ】もおか木綿踊り実行委員会事務局
　（真岡商工会議所内）☎ 82-3305　FAX82-7967

もおか木綿踊もおか木綿踊りり
【とき】8 月 23 日（土）
　午後6 時～9 時15 分
　雨天の場合は 24日（日）に順延
【ところ】荒町本通り（寿町交差点～泉橋）（寿町交差点～泉橋）
　※右図の　　　　区間
【交通規制】午後 5時 30分～9時 30分
　※会場内車両進入禁止
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●支給額：1人につき 10,000 円
　老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の
受給者、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者
などは 5,000 円が加算されます。
●支給対象者：平成 26 年度分の市民税が課税されて
　いない方が対象
　ただし、課税されている方に生活の面倒を見ても
らっている方や、生活保護の受給者は除きます。市
民税が課税されない方かを判断するには、市・県民
税の申告が必要です。収入・所得がない方でも申告
をしていないと、臨時福祉給付金の対象とならない
場合がありますのでご注意ください。
●申請期限：10月 1日（水）まで
　書類に不備や不足があると支給できなくなる場合
がありますので、お早めに申請してください。申請
された内容を審査し、申請書に記載されたご指定の
口座へ振り込みます。
※振り込みまで 1～ 2カ月の期間を要します。
●受付場所：教育委員会棟 1階会議室

【申し込み・問い合わせ】
臨時福祉給付金窓口　☎ 81-3500 月～金曜
（祝休日を除く）午前 8時 30分～午後 4時 30分

臨時福祉給付金臨時福祉給付金のの
申請申請ははお済みですかお済みですか

■申請期限：10月 1日（水）まで
　受付期間終了後の申請はお受けできませんので、
申請がまだお済みでない方は、必ず期間内の申請を
お願いします。
■受付場所：建設部棟１階会議室
【申し込み・問い合わせ】
　子育て世帯臨時特例給付金受付窓口　☎81-3737

子育て世帯臨時特例給付金子育て世帯臨時特例給付金のの
申請申請ははお済みですかお済みですか

飼うためのルールを守ってい飼うためのルールを守ってい
ますか？ますか？きちんと愛情と責任をもって！きちんと愛情と責任をもって！
　犬や猫に関する苦情が多数寄せられています。
飼い主さんの心掛け次第で改善できる苦情がほと
んどです。飼い主の皆さんは責任をもって、ルー
ルを守って飼いましょう。
犬を飼うためのルール
①放し飼いは禁止されています。
　(散歩時や夜間も同様 )
②散歩のときのフンは必ず持ち帰りましょう。
③生後 91日以上の犬は登録 (生涯 1回 ) と狂犬病
　予防注射 (毎年 1回 )が義務付けられています。
④犬が人を噛んだときは、栃木県動物愛護指導セ
　ンターへの届け出が必要です。
猫を飼うためのルール
①名札などで身元を表示しましょう。
②屋内での飼育に努めましょう。
③不妊手術をしましょう。
④餌だけを無責任にあげるのはやめましょう。(近
　所への迷惑を引き起こす原因となります )

【問い合わせ】
　栃木県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458
　環境課環境保全係☎ 83-8125

。

【とき】8月 19日（火）、20日（水）
　午前９時～午後７時（両日とも）
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【対象】児童扶養手当受給資格者でひとり親家庭の
　父または母、両親に代わって児童を養育している方
※一部支給停止除外届が６月に送付された方は、現
　況届受付時に提出してください。
支給区分 月額手当額（H26.4から）
全部支給 41,020円
一部支給 9,680円～41,010円

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

児童扶養手当児童扶養手当のの現況届受付現況届受付

地域での家庭教育支援者をめざす地域での家庭教育支援者をめざす
家庭教育オピニオンリーダー研修家庭教育オピニオンリーダー研修

受講者募集受講者募集
　核家族化および地域における地縁的なつながり
の希薄化等により、家庭の教育力の低下が指摘さ
れ、社会全体での家庭教育支援の必要性が高まっ
ています。
　こうした中で、家庭教育について自主的に学習
や相談活動等を行い、地域に根ざした家庭教育支
援ができる方の養成を目指します。
【とき】9/22（月）、10/8（水）、11/7（金）、11/26（水）、
　12/10（水）、1/20（火）※最終日は希望研修
　他２回（9/23 ～ 11/30 の間で、日程は各地区
　により異なる）
　研修時間：午前10時～午後4時
【ところ】宇都宮市　栃木県総合教育センター　他
【対象】家庭教育支援に関する活動に意欲のある方、
　PTA指導者など
【応募方法】8月 29 日（金）までに下記へ電話で
申込ください（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【その他】研修終了者には交通費の一部補助があり。
　研修終了後は家庭教育オピニオンリーダーとし
　て活躍できます。

【申し込み・問い合わせ】
　生涯学習課生涯学習係　☎82-7151　FAX83-4070
（日曜・祝日を除く）


