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【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、放射線量等最新結果は、市のホームページで随時公開しています。http://www.city.moka.tochigi.jp/

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会　☎ 82-2012（FAX兼）  

【展示期間】【展示期間】2月1日（日）～3月3日（火）午前10時～午後4時  最終日は午後3時2月1日（日）～3月3日（火）午前10時～午後4時  最終日は午後3時
【ところ】久保講堂　【入館料】無料【休館日】２月の毎週火曜日【ところ】久保講堂　【入館料】無料【休館日】２月の毎週火曜日
◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）

『真岡・浪漫ひな飾り』開催中『真岡・浪漫ひな飾り』開催中第六章第六章
　　桃の節句に女の子の健やかな成長と幸せを願い飾られている、ひな人形やつり桃の節句に女の子の健やかな成長と幸せを願い飾られている、ひな人形やつり
雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示します。また、市内協力施設においても雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示します。また、市内協力施設においても
展示案内を行います。ぜひご覧ください。展示案内を行います。ぜひご覧ください。

平成 26 年度 第 3 回平成 26 年度 第 3 回
真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集

【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694 FAX 83-6240

【受付期限】2月13日（金）～2月27日（金）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分
【募集部屋】

住宅名 間取り 戸数 その他

三ノ宮住宅 1LDK 1戸 内優先部屋
1戸東郷住宅 3LDK 5戸

※優先部屋の対象となる世帯は、ひとり親世帯、犯罪被害
　者世帯、多数回落選世帯、障がい者世帯、高齢者世帯です。
【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類をそろえて下記へ申し込みください。
　※応募多数の場合は抽選となります。

【申し込み・問い合わせ】介護保険課認定審査係　
　☎ 83-8197　FAX 83-8554

介護相談員募集介護相談員募集
　市内の介護保険サービス事業所（特別養護老人ホー
ム等）を訪問し、利用者から介護サービスに関する
苦情や不満等を聞き、サービス提供者や行政との間
に立って、問題解決に向けた手助けをする活動です。
【応募資格】市内に住所を有する方で、福祉ボラン
ティア活動や介護保険事業に関心のある方。普通
自動車運転免許必要。

【募集人数】2人【委嘱予定時期】10月 1日（木）
【報酬】1回当たり 3,000 円（月４回程度）
【応募方法】①住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、
現在の職業 ②ボランティア活動、各種団体等で
の活動経歴 ③応募理由を書面で作成し、3月 13
日（金）までに下記へ提出してください。

【その他】相談員委嘱の前に、養成研修（3泊 4日、
東京）や現場研修などの、相談員となるための養
成研修を受講していただきます。

【問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町5178
　真岡税務署☎ 82-2115　
　e-Tax ホームページ：http://www.e-tax.nta.go.jp

所得税の確定申告はお早めに所得税の確定申告はお早めに
　平成 26年分の所得税および復興特別所得税の確
定申告の相談および申告書の受け付けは、3月 16
日（月）までです。申告書はご自分で作成して、で
きるだけお早めに提出してください。
■確定申告は正しく
　期限までに申告をしなかったり、誤った申告を
したりすると、納税額の他に加算税が賦課される
場合があるほか、延滞税を併せて納付しなければ
ならない場合がありますのでご注意ください。
■申告書を作成するときは
　申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税
額」欄の記載漏れのないようご注意ください。
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」でも作成することができますので、ぜひご
利用ください。作成したデータは、e-Tax を利
用して提出することができるほか、印刷した「書
面」により提出することもできます。

■確定申告による所得税および復興特別所得税の納
付期限は3月 16日（月）
　　申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等
による納税のお知らせはありません。振替納税を
利用した場合の振替日は、4月 20日（月）です。
■個人事業者の方の消費税および地方消費税の確定
申告について
　　消費税の課税事業者（※）に該当する個人事業者
の方は、3月31日（火）までに平成26年分の「消
費税及び地方消費税の確定申告書」を提出し、その
消費税額および地方消費税額を納付してください。
　※平成 26年分において課税事業者となる個人事
　業者の方
①平成24年分の課税売上高が1,000万円を超え
る事業者 ②平成24年分の課税売上高が1,000万
円以下の事業者で、平成25年12月末までに「消
費税課税事業者選択届出書」を提出している事業
者 ③①、②に該当しない場合で、平成25年1月
1日から平成25年6月30日までの期間（特定期間）
の課税売上高が1,000万円を超える事業者

【申し込み・問い合わせ】秘書課広報広聴係
　☎ 83-8100 FAX 83-5896　
　Eメールkouhou@city.moka.lg.jp

魅力ある広報事業を一緒に考えませんか？魅力ある広報事業を一緒に考えませんか？

『広報モニター委員』『広報モニター委員』募集募集
　市が実施している広報事業についてのご意見をお
聞きするため、下記のとおり広報モニター委員を募
集します。
【審議内容】広報紙およびホームページ等の市が行
う広報事業に関すること

【応募要件】市内在住の方で、平日の日中の会議に
出席できる方（年２回）、広報事業について定期的
に意見・感想を提出できる方　

【募集人数】５人
【任期】2年（H27.4 ～ H29.3）
【謝礼】年額10,000円程度
【締切】2月27日（金）必着
【申し込み】応募の動機、氏名、年齢、
性別、電話番号を記入し、下記へ送
付してください。（様式自由、ファ
クス、Eメール可）

【その他】応募多数の場合は選考となります。応募
書類は返却しませんのでご了承ください。

3 月 1日（日）久保記念観光文化交流館イベント開催3月 1日（日）久保記念観光文化交流館イベント開催
　　「第六章・真岡浪漫ひな飾り」に併せ、久保記念観光文化交流館でイベントを開催します。「第六章・真岡浪漫ひな飾り」に併せ、久保記念観光文化交流館でイベントを開催します。
久保講堂での「ひな飾り」とともにぜひお越しください。久保講堂での「ひな飾り」とともにぜひお越しください。
【とき】3 月 1 日（日）午前 10 時～午後 3 時【とき】3 月 1 日（日）午前 10 時～午後 3 時
【ところ】久保記念観光文化交流館（敷地内駐車場はイベントのため駐車できません）【ところ】久保記念観光文化交流館（敷地内駐車場はイベントのため駐車できません）
■イベント内容■イベント内容
■■バルーングリーティング（バルーングリーティング（バルーンアーティストみなみバルーンアーティストみなみ））
　午前 11時～、午後 1時 30分～　各先着 20人にバルーンアートプレゼント　午前 11時～、午後 1時 30分～　各先着 20人にバルーンアートプレゼント
■■観光まちづくりセンター：モオカの休日ワークショップ観光まちづくりセンター：モオカの休日ワークショップ
　１階：切り絵（スマ切り絵クラブ）参加料 500円　１階：切り絵（スマ切り絵クラブ）参加料 500円
　２階：一閑張り小物入れ作り（友の会）参加料 300円　午前 10 時 30 分から　定員 20人（事前申込）　２階：一閑張り小物入れ作り（友の会）参加料 300円　午前 10 時 30 分から　定員 20人（事前申込）
■■観光物産館：米麹の甘酒販売　観光物産館：米麹の甘酒販売　■■トラットリアココロ：焼き菓子の販売 ※数量限定トラットリアココロ：焼き菓子の販売 ※数量限定

　「真岡市第二子育て支援センター」（大谷台町 25
番地 1）が 2月 16 日（月）から開館しました。気
軽に遊びにきてください。
【利用時間】月曜日～金曜日、午前 9時～午後 5時
【利用対象】0歳から 1歳 11カ月までの親子
※兄・姉が一緒の場合は、第一子育て支援セン
　ターを利用してください。

入口と駐車場は建物の東側になります。

【問い合わせ】第二子育て支援センター☎84-4100

真岡市第二子育て支援センター真岡市第二子育て支援センター
（愛称：ぴよぴよひろば）が開館（愛称：ぴよぴよひろば）が開館

【お知らせ】第一子育て支援センターが 2月 22 日
（日）から、日曜日も開館します。開館時間は、
午前 9時から午後 5時までです。

料金無料
秘密厳守 3 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 10日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 10日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※ 2/27（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  10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

3・10・17・24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  3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

平成 27 年度

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市芸術鑑賞会事務局 （真岡市文化課内）
 　☎ 83-7731

【会員特典】

映画が無料映画が無料 芸術鑑賞会が主催する、おおむね年間
7本以上の映画が無料で見られます

チケットチケット
割引割引

市民会館主催の自主事業が 500 円
割引（本人のみ）

チケットのチケットの
先行購入先行購入

市民会館主催の自主事業のうち、
一部の事業で先行購入ができます
（先行購入できる枚数は、事業によ
り異なります）

観劇ツアー観劇ツアー
への参加への参加

芸術鑑賞会主催の都内観劇ツアー
に参加できます（大型バス 1台 40
人限定）

催し物案内催し物案内 映画会や自主事業の日程を、ハガキ
またはEメールでお知らせします

【入会方法】文化課（市公民館内）に備え付けの申込用
紙に必要事項を記入し、年会費2,500円を添えて同
窓口へ、直接申し込みください。

【入会規則】高校生以上であれば、真岡市内外を問
わず入会できます。（年会費 2,500 円）有効期限
は平成 27 年 4月 1日から平成 28 年 3月 31 日
まで。映画会の上映作品および日程は、フィルム
手配の都合上未定ですのでご了承願います。

『『真岡市芸術鑑賞会真岡市芸術鑑賞会』』会員募集会員募集

【問い合わせ】選挙管理委員会　☎83-8190　FAX 83-8082

農業委員会委員選挙人名簿を縦覧農業委員会委員選挙人名簿を縦覧
　
次のとおり名簿の縦覧を行います。なお、この名

簿は農家から提出された選挙人名簿登載申請書に基
づき調製されたものです。
　※異議申出期間は、縦覧期間のみで名簿確定（3月
31日）以降は、追加登録できません。

【期間】2月23日（月）～3月9日（月）の15日間
【時間】午前8時30分から午後5時まで
【場所】選挙管理委員会事務室（市庁舎３階東側）
【登録要件】①平成27年 1月 1日現在において、真
岡市に住所を有する者 ②年齢満20歳以上の者（平
成27年 3月 31日現在） ③平成27年 1月 1日現
在において、10ａ以上の農地につき耕作の業務を
営む者およびその者の同居の親族又はその配偶者
で年間おおむね60日以上耕作に従事している者 
④平成27年 1月 1日現在において、10ａ以上の
農地につき耕作の業務を営む農業生産法人の組合
員、社員又は、株主として年間60日以上農業に
従事している者


