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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

銃器銃器でで有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をを実施実施
　農作物被害の防止のため、カルガモ・カラスの駆
除を次のとおり実施しますのでお知らせします。
【とき】9月 5日（金）～ 9月 7日（日）
【対象区域】市内全域（住宅地を除く）
【実施主体】ＪＡはが野
【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

　事業（営業・農業）や不動産貸付等を行う全ての
方は、記帳と帳簿等の保存が必要になりました。
【内容】記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕
　方等の説明
所得 日時 会場

営業・不動
産所得関係

10月1日（水）
10:00～11:30 青年女性会館2階

ホール10月2日（木）
13:30～15:00

10月7日（火）
10:00～11:30

二宮コミュニティセンター
2階206・207会議室

農業所得関
係

10月1日（水）
13:30～15:00 青年女性会館2階

ホール10月2日（木）
10:00～11:30
10月7日（火）
13:30～15:00

二宮コミュニティセンター
2階206・207会議室

【問い合わせ】真岡税務署個人課税部門☎ 82-2116
　　　　　　　税務課市民税係☎ 83-8113

記帳説明会の開催記帳説明会の開催

2 日（火）2日（火） 開会　10:00 ～開会　10:00 ～
8 日（月）8日（月） 質疑・一般質問　10:00 ～質疑・一般質問　10:00 ～
9 日（火）9日（火） 質疑・一般質問　10:00 ～質疑・一般質問　10:00 ～
10 日（水）10 日（水） 質疑・一般質問（予備日）10:00 ～質疑・一般質問（予備日）10:00 ～
11 日（木）11 日（木） 常任委員会（文教・民生産業）10:00 ～常任委員会（文教・民生産業）10:00 ～
12 日（金）12 日（金） 常任委員会（文教・民生産業）10:00 ～常任委員会（文教・民生産業）10:00 ～
16 日（火）16 日（火） 常任委員会（総務・建設）10:00 ～常任委員会（総務・建設）10:00 ～
17 日（水）17 日（水） 常任委員会（総務・建設）10:00 ～常任委員会（総務・建設）10:00 ～
19 日（金）19 日（金） 決算審査特別委員会 10:00 ～決算審査特別委員会 10:00 ～
24 日（水）24 日（水） 閉会　10:00 ～閉会　10:00 ～

【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176  FAX83-8714

市議会 9 月定例会日程市議会 9 月定例会日程

第33回 吟詠剣詩舞発表会第33回 吟詠剣詩舞発表会
　市内の吟詠剣詩舞愛好家が一堂に集い、幽玄な吟
詠と華麗な剣詩舞を発表します。
【とき】9月7日（日）午後0時30分開演（30分前開場）
【ところ】真岡市民会館大ホール  
【入場料】無料　【主催】真岡市吟詠剣詩舞会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

歯周疾患検診歯周疾患検診でで
　歯　歯のの健康健康をを守ろう！守ろう！
【実施期間】9月1日（月）～11月 30日（日）
　※休診日を除く
【対象】平成 26 年度中に 40 歳、50 歳、60 歳、
　70 歳を迎える方で、自分の歯がある方
　※対象者には、歯周疾患受診券を郵送します。
【検診内容】①口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口
　の中の清掃状況など）
　②歯周ポケット(歯肉からの出血や、歯石の有無など )
【自己負担金】400 円
　※受診したときに、医療機関に支払ってください。
　※平成 26 年度中に 70 歳を迎える方は無料です。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係

 ☎ 83-8122　FAX83-8619

9/1～9/10は屋外広告物適正化旬間9/1～9/10は屋外広告物適正化旬間
広告物広告物をを表示表示するにはするには許可許可がが必要必要ですです
　広告物を表示するには一部の適用除外を除き、あ
らかじめ市の許可を受ける必要があります。良好な
景観の形成と広告物による事故防止のため、広告物
の適正な表示をお願いします。詳細は下記に問い合
わせください。
【問い合わせ】
　都市計画課計画係☎ 83-8152　FAX 83-6240

《真岡市接骨師会》9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
 7日（日）片岡整骨院 84-5252 14日（日）松下整骨院 82-1198
15日（月）海老沢整骨院 84-5489 21日（日）永島整骨院 82-6452
23日（火）広沢整骨院 84-1231 28日（日）みやざき整骨院 81-7533

第13回 民謡コンクール第13回 民謡コンクール
　真岡民謡連合会会員による民謡コンクールです。
多くの出演者が、各部門（年齢別）での優勝を目指
して熱唱します。
【とき】8月31日（日）午前10時開演（午前9時開場）
【ところ】真岡市民会館大ホール 
【入場料】無料　【主催】真岡民謡連合会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

「上級救命講習会」「上級救命講習会」受講者募集受講者募集
　ＡＥＤ（電気ショック）を用いた心肺蘇生法など
救命に必要な応急手当の知識と技術を学びます。
【とき】9月21日（日）午前９時～午後６時
【場所】総合福祉保健センター
【対象】芳賀郡市内在住、在勤、在学者
　（高校生以上）の方　先着 20人
　※定員になり次第受付終了
【募集期間】9月 1日（月）午前９時から真岡消防
　署救急窓口において先着順で受付を開始します。
　同日、午前 10時から電話での予約も可能。
　※定員になり次第締め切らせていただきます。
【受講料】テキスト代 2,100 円程度（予定）

【申し込み・問い合わせ】
　真岡消防署救急係　☎82-1029　FAX83-3764

婚活セミナー婚活セミナー参加者募集参加者募集
コミュニケーション力で人生をつかむ方法コミュニケーション力で人生をつかむ方法

【とき】9月 27日（土）午後 6時 30分から
【ところ】青年女性会館 2階　ホール
【対象】独身の方（年齢・市内在住の制限なし）
【講師】武井八重子 先生（生涯学習財団プロフェッ
　ショナルコーチ）　【参加料】無料
【申込期限】9月 17日（水）まで

婚活パーティー婚活パーティー
ほっとな真岡ですてきな出会いほっとな真岡ですてきな出会い

【とき】10月 25日（土）午後６時から
【ところ】井頭温泉チャットパレス
【対象】45歳までの市内在住または勤務の独身男性30人
　45歳までの独身女性30人（市外の方も受け付けます）
【参加料】1,000 円（当日集金）
【申込期限】10月 10日（金）まで
セミナー・パーティー共にFAX・メール・郵送で申し込み。セミナー・パーティー共にFAX・メール・郵送で申し込み。
申込書は市役所市民課窓口、二宮コミュニティセンター、申込書は市役所市民課窓口、二宮コミュニティセンター、
市公民館、公民館分館に用意しています。ホームページか市公民館、公民館分館に用意しています。ホームページか
らもダウンロードできます。らもダウンロードできます。

【問い合わせ】〒321-4325 真岡市田町14番地4
　真岡市縁組センター事務局  三つ子の魂育成推進室 　
　☎83-8157  FAX84-1545

　市政に関する振興施策について調査審議を行う
「真岡市政策審議会」の委員を公募します。
【募集人数・条件】次の条件を満たす方　3人程度
　・市内に在住または勤務する満 20歳以上の方
　　（平成 26年 8月１日現在）
　・まちづくりに関心をお持ちの方
　・平日に開催する会議に出席できる方
【報酬】日額 8,500 円
【応募締切】9月 12日（金）午後５時必着
【応募方法】任意の用紙に①②を記入し、下記宛先
　へ郵送、FAXまたは Eメールで提出ください。
　①応募動機およびまちづくりに対する考え
　　（400字程度）　
　②住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号
【その他】選考結果は9月末までに応募者にお知らせ
　します。なお、提出書類は返却しません。
【会議開催予定】10月 6日（月）、10月 14日（火）
　※会議および議事録は原則として公開されます。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市総務部企画課企画調整係　☎ 83-8102
　ＦＡＸ83-5896　Ｅメールkikaku@city.moka.lg.jp

真岡市政策審議会の委員を募集真岡市政策審議会の委員を募集

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レント（胸部レント
ゲン検診）ゲン検診）をを受診しましょう！受診しましょう！
【対象】40歳以上の方（昭和50年4月1日以前生まれ）
　で、年 1回の胸部レントゲン検診を受けていない方

　※次の方は対象から除きます。
　①勤務先で受ける方　
　②妊娠中やその可能性がある方
　③医療機関で受けた方　
　④生活習慣病検診（集団検診）で
　　肺がん検診を受けた方

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよい日時・
　会場で受診してください。
【下表以外の実施日】
※詳しい時間と場所は後日WeeklyNews もおかで
　お知らせします。
【受診料】100円（かくたん検査希望の方は200円加算）
【検診結果】個別通知
【注意】ボタン・金属のついた肌着を身につけないでください。
≪次の会場では今回実施しませんので、別の会場をご利用ください≫≪次の会場では今回実施しませんので、別の会場をご利用ください≫
　農協乾燥調製施設跡地（青田南）　かまや商店（上谷貝）　農協乾燥調製施設跡地（青田南）　かまや商店（上谷貝）

と　き ところ

9/5
（金）

9:30 ‐ 10:00 長島公民館
10:20‐ 10:40 下大曽公民館
11:00‐11:20 石島公民館
13:00‐13:20 境公民館
13:40‐14:00 程島公民館
14:20‐14:40 大根田公民館

9/8
（月）

9:00‐   9:30 二宮保健センター
 9:50‐ 10:10 上谷貝集荷場
10:30‐10:50 長沼北小学校跡
11:10‐11:30 谷貝新田公民館
13:00‐13:20 原分公民館
13:30‐13:40 桑ノ川公民館
14:00‐14:10 阿部品公民館

9/11
（木）

9:00‐   9:10 石川酒店（中）
9:30‐   9:50 粕田寺分公民館
10:10‐10:20 大沼公民館
10:40‐11:00 長田公民館
13:00‐13:20 柳林公民館
13:40‐14:00 中村保育所
14:20‐14:50 総合福祉保健センター

9/22
（月）

 9:00‐     9:20 歴史資料保存館
9:40‐10:00 三谷公民館（旧二宮地区）
10:20‐10:40 沖公民館
11:00‐11:20 東物井公民館
13:00‐13:10 大和田公民館
13:30‐13:50 横田公民館
14:10‐14:30 物部会館
14:50‐15:10 北鹿公民館

※レントゲン車が巡回します。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　　　　　☎ 83-8122 FAX83-8619

大雨大雨やや土砂災害土砂災害にに備えましょう備えましょう
　近年、集中豪雨が多発しており、浸
水被害や土砂災害が心配されます。風
水害から身を守るため、早めに気象情
報を収集し、危険を感じたらすぐに避
難しましょう。
　市では、「真岡市防災マップ」を平
成 25年 2月に作成し全世帯へ配布し
ています。防災マップに記載されている内容を確認
し、普段から災害に備えましょう。
【真岡市防災マップの主な内容】
　・市指定避難場所
　・大雨による河川流域の浸水想定区域
　・土砂災害警戒区域　・避難に関する情報
　※市ホームページにも掲載しています。
　【問い合わせ】安全安心課消防防災係
 　☎ 83-8396 FAX 83-8392


