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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

【お知らせ】「真岡市内放射線量等測定結果」は、紙
面の都合によりお休みさせていただきます。なお、
市のホームページでは随時公開しています。

久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
オープニングイベント開催オープニングイベント開催

　久保記念観光文化交流館は、観
光案内所や美術品展示館、レスト
ラン、観光物産館など真岡の魅力
がぎっしり詰まった施設です。

イベントイベント
【25日のみ】【25 日のみ】
　・バルーンパフォーマンス　・バルーンパフォーマンス
　　バルーンパフォーマー みなみさん　　　バルーンパフォーマー みなみさん　
　・野外コンサート（午前・午後１回ずつ）　・野外コンサート（午前・午後１回ずつ）
　　真岡市在住のフルート奏者　大越絵梨花さん　　　真岡市在住のフルート奏者　大越絵梨花さん　
【25日・26 日】【25 日・26 日】
　・ご来場のお子様へ風船無料配布（先着 200名）　・ご来場のお子様へ風船無料配布（先着 200名）
　○観光物産館：期間限定地酒販売　○観光物産館：期間限定地酒販売
　　1,000円以上お買い上げの方にオリジナルグッズ　　1,000円以上お買い上げの方にオリジナルグッズ
　　プレゼント（両日先着 50名様）　　プレゼント（両日先着 50名様）
　○Trattoria COCORO（29日 17:00 オープン）　○Trattoria COCORO（29日 17:00 オープン）
　　レストランエントランスでの焼き菓子販売　　レストランエントランスでの焼き菓子販売
　○観光まちづくりセンター：もおか観光コンシェル　○観光まちづくりセンター：もおか観光コンシェル
　　ジュのガイドツアー（当日随時受付・予約可）、　　　ジュのガイドツアー（当日随時受付・予約可）、　
　　モオカの休日の各団体によるプログラム開催（切　　モオカの休日の各団体によるプログラム開催（切
　　り絵、リフレクソロジー、フラダンスなど）　　り絵、リフレクソロジー、フラダンスなど）
　○美術品展示館、久保資料室：学芸員によるギャ　○美術品展示館、久保資料室：学芸員によるギャ
　　ラリートーク（午前・午後各１回ずつ）　　　　　ラリートーク（午前・午後各１回ずつ）　　　

【問い合わせ】真岡市観光協会　☎ 83-8135  　　
　10/23（木）～　☎ 82-2012
　〒 321-4305 真岡市荒町 1105 番地 1

　久保記念観光文化交流館オープンに併せ、もおか観
光コンシェルジュがいよいよ本格的活動を開始します。
事前予約で下記コースをご案内します。
【ガイドツアー開始日】10 月 27日（月）から
　※10/27（月）以降の事前予約を受け付けています。
【ガイドコース】内容充実の全 6コース
　・スポットガイド（SLミュージアム・専修寺）
　・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　・門前今昔ツアー
　・SLのはしるまち、もおかツアー・大前神社コース
※ 10/25（土）･26（日）は、久保記念観光文化交
　流館オープンニングイベントとして、もおか観光
　コンシェルジュガイドを随時受付いたします。
【予約方法】下記までお電話ください。

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
ガイドガイド  予約受付中予約受付中

料金無料
秘密厳守 11 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   11日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   11日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※10/31（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  11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

4・11・18・25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  4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

インフルエンザの予防接種インフルエンザの予防接種
　接種費用の一部を助成します。
【期間】10月 1日（水）～平成27年 2月 28日（土）
【接種場所】市内の医療機関に直接予約し、接種し
　てください。（市外の医療機関を希望される方は、
　事前に健康増進課へご連絡ください）

子どものインフルエンザの予防接種子どものインフルエンザの予防接種 
【対象】市内に住所を有し、接種日に 1歳以上小学
　6年生相当の年齢までのお子さま
【助成回数】2回【助成額】各回2,000円以内
【費用】接種費用と助成額の差額を自己負担（接種費
　用が助成額以下の場合は無料）していただきます。
【持参するもの】母子手帳、こども医療費受給資格
　証など住所が確認できるもの

高齢者のインフルエンザ予防接種高齢者のインフルエンザ予防接種 
【対象】①市内に住所を有し、接種日に65歳以上の方
　②60～65歳未満の方で、身体障害1級の認定を
　　受けている方（心臓・腎臓、呼吸器の機能・ヒト
　　免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害のみ）
【費用】無料（1回接種分のみ）
【持参するもの】健康保険証または後期高齢者医療
　被保険者証（対象の②に該当する方は、身体障害
　者手帳とその写し）
【問い合わせ】健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121

【問い合わせ】水道課庶務係 ☎83-8167 FAX84-7512

　水道課では、年間約 150,000 部配布している「水
道検針票（使用水量・料金等のお知らせ）」の裏面
への有料広告を募集します。なお、応募多数の場合
は抽選とします。申請書等はホームページをご確認
ください。
【掲載期間】平成 27年 4月から 1年間
【広告サイズ】約縦 7.0 ㎝×横 13.5 ㎝以内
【広告料金】税込み 30万円（全面掲載のみ）
　※分割掲載は全面掲載応募がない場合のみ対応
【募集期間】12月 5日（金）まで
【応募方法】ホームページから申請書をダウンロードし、
　必要事項を記入の上、下記窓口まで持参ください。

有料広告掲載有料広告掲載のの募集募集

～もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ～～もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ～

秋季全国火災予防運動秋季全国火災予防運動
　　　　　　11月 9日（日）～ 15 日（土）
　これから火災の発生しやすい時季となります。火
災による死傷者をなくすため、住宅用火災警報器を
設置し、火の取り扱いには十分注意しましょう。さ
らに、建物内外の整理整頓をし、燃えやすい物は建
物の周囲に置かないようにしましょう。また消火器
および住宅用火災警報器の悪質訪問販売および点検
業者に十分注意してください。
※期間中、午前7時と午後7時にサイレンを鳴らし
　ます。（吹鳴方法：7秒吹鳴・3秒休止 2回繰り返し）
【問い合わせ】真岡消防署  ☎ 82-3161

毎日たくさんの不審電話毎日たくさんの不審電話がが
真岡市内真岡市内でで確認確認されていますされています
　市役所職員などを装い「保険金の還付がある」
「医療費の戻りがある」などの誘い文句で、
電話をかけてきます。相手に教えられた
番号にかけ直すのではなく、電話帳で
自分で調べて市役所等に連絡し、内容
を確認しましょう。被害防止の第一歩です。
【問い合わせ】
安全安心課 ☎ 83-8394 真岡警察署☎ 84-0110

女性のがん死亡原因第1位は「大腸がん」です

大腸がん検診無料クーポン券大腸がん検診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 5
月に郵送しました。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 26年度平成 26年度女性がん検診無料女性がん検診無料
クーポン券クーポン券でのでの受診受診はお済みですかはお済みですか
　次の年齢の方は、今年度子宮頸がん・乳がん検診
が無料で受けられます。ぜひこの機会に自分の体を
チェックしましょう。対象の方には「無料クーポン券」
を 5月に郵送しました。
■子宮頸がん

対象生年月日 年齢
平成 5年 4月 2日～平成 6年 4月 1日 21歳
■乳がん

対象生年月日 年齢
昭和 48年 4月 2日～昭和 49年 4月 1日 41歳
【実施期間】平成 27年 2月 28日（土）まで

廃棄物廃棄物（ごみ等）の（ごみ等）の野外焼却野外焼却はは禁止禁止
　家庭でごみ等の野外焼却をして、煙や臭いで周辺
の方に迷惑をかけていませんか。廃棄物の焼却は、
廃棄物の処理および清掃に関する法律により一部の
例外を除いて禁止されています。
　住みよい生活環境づくりのため、家庭から出るご
みは分別し、もえるごみや資源ごみ、その他のごみ
の収集日に出しましょう。

【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126

【申し込み・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　FAX83-6335

シニア安心セミナーシニア安心セミナー
　高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を送るた
めに知っておきたい制度や心構えなどを学ぶ教室で
す。「転ばぬ先の杖」として、ぜひご参加ください。
【開催日と内容】各日午前 10時～ 11時 30分【開催日と内容】各日午前 10時～ 11時 30分
　○ 11/13（木）「相続、遺言について」　○ 11/13（木）「相続、遺言について」
　　講師：栃木県司法書士会 司法書士 小倉宏美 氏　　講師：栃木県司法書士会 司法書士 小倉宏美 氏
　○ 11/17（月）「成年後見人制度について」　○ 11/17（月）「成年後見人制度について」
　　講師：高崎健康福祉大学講師 社会福祉士 原田欣宏 氏　　講師：高崎健康福祉大学講師 社会福祉士 原田欣宏 氏
　※関心のある講義のみの受講も可能　※関心のある講義のみの受講も可能
【ところ】真岡市公民館　第 7会議室【ところ】真岡市公民館　第 7会議室
【対象】講座内容に関心のある真岡市民の方 30人程度【対象】講座内容に関心のある真岡市民の方 30人程度
【参加料】無料　【参加料】無料　 【内容】【内容】

　○基調講演「報徳仕法成立の秋」　○基調講演「報徳仕法成立の秋」
　　講師：国士舘大学名誉教授　阿部 昭 氏　　講師：国士舘大学名誉教授　阿部 昭 氏
　○真岡北陵高等学校生徒による体験発表　○真岡北陵高等学校生徒による体験発表
　　「報徳田での米づくり」　　「報徳田での米づくり」
　○参加市町村長によるパネルディスカッション　○参加市町村長によるパネルディスカッション
　○和太鼓演奏、ミュージカル　など　○和太鼓演奏、ミュージカル　など

報徳仕法をいかした、ひとづくり・まちづくり報徳仕法をいかした、ひとづくり・まちづくり
第20回全国報徳サミット第20回全国報徳サミット
真岡市大会開催真岡市大会開催

【とき】11月 29日（土）
　午前 8時 45分開演　午前 8時 30分開場
【ところ】市民会館　大ホール

【申し込み・問い合わせ】文化課　☎ 83-7731

■二宮尊徳廻村ウォークラリー　二宮尊徳廻村ウォークラリー　※申し込みが必要※申し込みが必要
　桜町陣屋跡周辺の二宮尊徳関連の史跡を巡ります。　桜町陣屋跡周辺の二宮尊徳関連の史跡を巡ります。
【とき】11月 28日（金）桜町陣屋前集合【とき】11月 28日（金）桜町陣屋前集合
　受付時間：午後 0時 30分～ 1時 30分　受付時間：午後 0時 30分～ 1時 30分
【ところ】桜町陣屋跡周辺【ところ】桜町陣屋跡周辺
【内容】コース：①約1時間コース ②約2時間コース【内容】コース：①約1時間コース ②約2時間コース
　全てのポイントを回った方には、いちご1パックをプ　全てのポイントを回った方には、いちご1パックをプ
　レゼント。【申込期限】11月20日（木）までに電話申込。　レゼント。【申込期限】11月20日（木）までに電話申込。

【とき】10月 25 日（土）・26 日（日）10 月 25 日（土）・26 日（日）
　午前 9時～午後 3時　午前 9時～午後 3時

市制施行 60 周年記念事業市制施行 60 周年記念事業
「もおか人・夢・未来フェスタ」「もおか人・夢・未来フェスタ」開催開催
【とき】11月 1日（土）11 月 1日（土）
　午前 9時 30 分～午後 3時　午前 9時 30 分～午後 3時
【ところ】真岡市民公園【ところ】真岡市民公園

一日楽しめる！ステージイベント（観覧無料）一日楽しめる！ステージイベント（観覧無料）
  9:30　尊徳太鼓保存会　オープニング演奏
10:00　真岡ミュージカル
10:30　とちおとめ 25ライブ
11:00　大川あけみコンサート
11:30　上野真史コンサート
12:00　大日堂獅子舞
12:20　ダンスパフォーマンスコンテスト
14:00　朝倉さやライブ
14:40　グルメグランプリ発表
　　　　エンディング（サンバチーム「絆」）　

【問い合わせ】　企画課企画調整係  ☎ 83-8102  

「いつ来ても、誰が来ても楽しめる！」
がコンセプトのイベントです。真岡
の魅力を発見・発信しましょう。ぜ
ひお越しください。

グルメ・物販・団体PRグルメ・物販・団体PR
50を超えるブースが出展

無料配布もあります
ロゴマーク入り風船（先着500人）、ヤマモモの苗木（先着200人）
当日は、人・夢・未来フェスタ会場・久保記念観光文化交流館（木
綿会館）・SLキューロク館を結ぶ無料周遊バスを運行します。


