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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

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、桜餅・いちごの販売（数量限定）観光物産館：米麹の甘酒販売、桜餅・いちごの販売（数量限定）
■■トラットリアココロ：焼き菓子の販売 ※数量限定トラットリアココロ：焼き菓子の販売 ※数量限定

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会　☎ 82-2012（FAX兼）  

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】総務課総務文書係
　☎ 83-8106　 FAX 82-1065　

真岡市新庁舎建設基本計画（案）真岡市新庁舎建設基本計画（案）
市民説明会を開催市民説明会を開催

　真岡市の新庁舎建設に向け、平成26年1月に策定
した基本構想を一歩進めた、具体的な施設の使い方
や施設の性能、整備の方法についての指標となる「真
岡市新庁舎建設基本計画（案）」がまとまりましたので、
市民の皆さまを対象とした説明会を開催します。
　この説明会は、基本計画の内容を広く市民の皆さ
まにお知らせし、ご意見をいただくために開催する
ものです。真岡市新庁舎建設基本計画（案）は、今
後の基本設計、実施設計の基礎的な条件となる重要
な計画です。どなたでも出席できますので、ぜひご
出席ください。
【とき】3月 17日（火）午後 6時 30分から
【ところ】青年女性会館
【お知らせ】現在、パブリックコメントを実施中です。
　（3月 12日（木）まで）

平成26 年12月1日から平成26 年12月1日から
「児童扶養手当法」「児童扶養手当法」のの一部一部がが

改正改正になりましたになりました
　これまで、公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、
労災年金、遺族補償など）を受給する方は、児童扶養
手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以
降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差
額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
【新たに受給するための手続き】児童扶養手当を受
給するためには、ご本人の申請が必要です。
【支給開始月】
　手当は申請の翌月分から支給開始となります。た
だし、これまで公的年金を受給していたことによ
り児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平
成26年 12月 1日に支給条件を満たしている方が、
平成 27年 3月までに申請した場合は、平成 26年
12 月分の手当から受給できます。詳しい内容は、
下記へお問い合わせください。
【申請先・問い合わせ】
　児童家庭課児童家庭係☎83-8131

【問い合わせ】企画課企画調整係
　☎ 83-8102　 FAX 83-5896

人口減少対策に関するアンケートに人口減少対策に関するアンケートに
ご協力くださいご協力ください

　人口減少対策に対する市民の皆さまの意見や要望
などを、今後のまちづくりに反映させるため「人口減
少対策に関するアンケート」を実施しています。
　市内在住の2,000人の方を無作為に選び、調査票
をお送りしました。調査票が届いた方は、ご協力をお
願いいたします。
【期限】3月 10日（火）までに投函してください。

堆肥を無料配布します堆肥を無料配布します
　公園や街路の樹木を剪定した枝と、草や落ち葉を
混ぜて発酵させ、1年程度置いて堆肥化させたもの
です。真岡市民でご希望の方に無料で配布します。
【配布期間】３月16日（月）～18日（水）完全予約制
　午前９時30分～11時30分、午後1時30分～３時30分
※各自で手積みとなりますので、スコップとビニ
　ール袋等をご用意ください。
【配布場所】西田井グリーンセンター（西田井1365）
【予約方法】下記窓口へ電話で申し込みください。
【予約受付期間】3月 9日（月）～ 13日（金）
　午前 9時～午後 5時
【注意事項】
　・堆肥がなくなり次第終了となります。
　・１人１回限りで、量は軽トラック１台までとし
　　ます。

【申し込み・問い合わせ】
 都市計画課維持管理係  ☎ 83-8724  FAX83-6240
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【とき】3月 6日（金）
　午後 1時 30分開場、午後 2時開演
【ところ】真岡市民会館　小ホール
【対象】どなたでも参加できます。
【演題】「あなたの力が地域の力～地域での見守り・
　支え合い活動のポイント～」
【講師】KT福祉研究所 代表 松藤和生 氏　
【参加料】無料【後援】真岡市・真岡市自治会連合会

真岡市民生委員児童委員真岡市民生委員児童委員
協議会主催 講演会開催協議会主催 講演会開催

【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係 ☎83-8195　FAX82-2340

【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合消防本部
　真岡消防署☎ 82-3161 FAX83-3746

もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ

春季全国火災予防運動
３月１日（日）～７日（土）

　この時季は空気が乾燥し、火災の
起こりやすい季節です。住宅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。
　屋外でのたき火は絶対にやめましょう。
　また、消火器・住宅用火災警報器の悪質な訪問販
売や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。（７秒吹鳴・3秒休止の 2回繰り返し）

真岡市内放射線量等測定結果真岡市内放射線量等測定結果 単位：マイクロシーベルト /時間単位：マイクロシーベルト /時間
（※水道水については、単位：Bq/kg）（※水道水については、単位：Bq/kg）

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

測定場所 測定カ所数 最小値 最大値 測定日 問い合わせ
公立保育所および留守家庭児童会館等
（園庭中央・地上 50cm）   8 カ所 0.07 0.10 2 月 3日（火） 児童家庭課保育係

☎ 83-8035
小学校（校庭・地上 50cm） 18 カ所 0.05 0.09  2 月 2日（月）

～2月6日（金）
学校教育課庶務係
☎ 83-8180中学校（校庭・地上 100cm）   9 カ所 0.06 0.08

公園（地上 50cm） 14 カ所 0.05 0.09 1 月 13日（火）都市計画課維持管理係☎ 83-8724

【農村公園（1/14 測定）】西田井駅前公園 0.08 堀内ほたるの里公園 0.08 大根田公園 0.08 四季の里公園 0.07
　せせらぎ公園0.07 下物井公園0.09 三谷農村広場0.08 長沼西部農村公園0.11 両沼公園0.08 仏生寺公園0.08
【運動場（2/13 測定・地上 50cm）】東運動場 0.07 北運動場 0.07 鬼怒自然公園 0.08 二宮東部運動場 0.09 
　二宮運動場 0.10 大谷台公園 0.06 勝瓜公園 0.07 三ツ谷公園 0.08 松山公園 0.08 市民公園 0.08
【水道水〈セシウム〉（2/3測定）】石法寺、西田井、久下田、三谷、京泉浄水場、荒町、大谷台配水場、大田山、台町水源地　不検出
【給食全量〈セシウム〉（1/16・30測定）】小中学校一週間分給食全量＜第一・二学校給食センター＞ 不検出

【問い合わせ】企画課企画調整係☎83-8102　 FAX 83-5896

コットベリーアート作品展示コットベリーアート作品展示
　市制施行60周年記念事業として募集していたコッ
トベリーアート作品（絵や切り絵など）を、コットベ
リーの写真などとともに展示します。
【とき】2月27日（金）～3月8日（日）午前8時
　30分～午後9時　※最終日は午後3時まで
【ところ】二宮コミュニティセンター　市民ホール
　3/8（日）午前 11時と午後 2時にコットベリー
が遊びに来ます。

ようこそ、ようこそ、感交〈かんこう〉のまちへ感交〈かんこう〉のまちへ 3 月 3 月ののモオカの休日モオカの休日
◆笑いヨガ◆
【とき】3月 7日（土）午後 1時～ 2時 30分
【対象】20人　どなたでも参加できます。　
【持ち物等】飲み物、汗ふき、運動ができ汚れても
よい服装

【ところ】観光まちづくりセンター　2階（久保記念観光文化交流館内）
◆ちりめんのいちご作り◆
【とき】3月 8日（日）午後 1時～ 3時
【対象】親子 15組　一般の方も参加できます。　
【参加料】親子でいちご 2個　300円
【持ち物】縫い針　


