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【ところ】久保記念観光文化交流館
外テント

■バッグチャーム作り（カレイロケラニ）
【とき】4月12日（日）　午前10時～【料金】500円

まちづくりセンター
■民話語り（民話の会「花もめん」）
【とき】4月12日（日）　午後1時30分～【入場料】無料
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】4月 19日（日）午前11時～【入場料】無料
■竹貼り画（竹真会）
【とき】4月23日（木）午前9時30分～【料金】1,500円

 4月 4月ののモオカの休日モオカの休日

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

【掲載枚数・料金】①長形3号：9万枚　1枠 5万円 
　②角形2号：3万枚　1枠 5万円
【サイズ・枠数】①長形3号：縦4㎝×横10cm 4枠
　②角形2号：縦7cm×横20㎝ 3枠
【掲載期間】6月ごろからおおむね 10カ月
【申し込み】市ホームページにある「真岡市封筒広
　告の募集」をご覧ください。

【問い合わせ】　総務課総務文書係 ☎ 83-8106　FAX82-1065

真岡市真岡市のの封筒封筒にに広告広告をを募集募集

  栃木県議会議員選挙栃木県議会議員選挙
■本市で投票できる方
　平成 7年 4月 13日以前に生まれ、かつ、今年 1月 2日以前に真岡市に転入届をし、引き続き 3カ月以
上住所を有している方（平成 27年 1月 3日以降に県外の市町村から真岡市に転入届をされた方は、今回
の栃木県議会議員選挙のほか、旧住所地の道府県議会議員の選挙についても投票できません）
■最近、栃木県内の他市町から真岡市へ転入された方へ
　県内の他の市町から真岡市に住所を移し、平成27年 1月 3日以降に転入届をされた方は、一般的には、旧
住所地の市町で、その市町の属する選挙区の栃木県議会議員選挙の投票をすることができます。
　ただし、これに該当する方は、真岡市長が発行する「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書（無
料）」をあらかじめ市民課または二宮支所窓口で受け取り、旧住所地の市町の投票所の受付で提示しなければ、
投票することはできません。また、期日前投票等を行う場合も同様です。（この証明書は、県内の他市町で
も交付されます）
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施設名施設名 芳賀赤十字病院、福田記念病院、真岡病院、老人保健施設の春祺荘・ナーシングホーム青葉・
わたのみ荘、特別養護老人ホームのきたはら・喜望荘・桜の華・椿寿園・やまさわの里・三起の森

※真岡市民が、市外県外の施設に入院等されている場合でも、その施設が指定施設であれば施設内で不在者投票をすることができます。
【問い合わせ】真岡市選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

■期日前投票【期間】4月 4日（土）～4月 11日（土）【時間】午前8時 30分～午後8時

【期日前投票の受付手続きが早く済みます】【期日前投票の受付手続きが早く済みます】
　投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書　投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書
兼請求書」にあらかじめ記入してお持ちい兼請求書」にあらかじめ記入してお持ちい
ただくと、受付手続きが早く済みます。ただくと、受付手続きが早く済みます。

　投票日当日、仕事やレジャーなどで投票区
内にいない予定の方は、右記の２カ所で期日
前投票ができます。
【投票所】
　①市公民館真岡西分館
　②二宮コミュニティセンター　

■投票所入場券：本日４月３日 (金 )に発送予定です。※４月6日（月）までに各家庭に届く予定です。
■選挙公報は４月８日（水）の新聞折込の予定です
　市役所、公民館、郵便局、ＪＡはが野各支店等にも置く予定です。
■不在者投票：県選挙管理委員会の指定施設となっている下記施設に入院等されている場合は、施設内で不
在者投票をすることができますので、施設に申し出てください。

井頭公園桜まつり井頭公園桜まつり（井頭公園）
4 月 4日（土）～ 4月 12日（日）
4月 12日（日） 特設売店など

根本山桜まつり根本山桜まつり（根本山）
3 月 28日（土）～ 4月 12日（日）
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00
　※直火 ･ 炭の使用絶対禁止

行屋川桜まつり行屋川桜まつり（行屋川水辺公園）
3 月 30日（月）～ 4月 12日（日）
　◆ぼんぼり点灯＆ライトアップ 18:00 ～ 22:00
4 月 12日（日）模擬店など  10:00 ～15:00
10:30～着物着用の方に抹茶・お菓子のサービス先着70人

桜町陣屋桜まつり桜町陣屋桜まつり（桜町陣屋跡）
4 月 5日（日）～ 4月 19日（日）
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00
4/12 日（日）模擬店、いちご販売など 10:00 ～

真岡真岡のの一万本桜まつり一万本桜まつり

※開花状況により、各会場の開催日程等が変更になる場
合があります。※4/12（日）無料周遊バスを運行します。

北真岡地域ふれあい桜まつり北真岡地域ふれあい桜まつり
（真岡りす村ふれあいの里およびSL･ 桜 ･ 菜の花街道）
3 月 30日（月）～ 4月 12日（日）　
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00
4月4日（土）お囃子発表会、カラオケなど 16:00～

　桜町千本桜まつり桜町千本桜まつり（SL･ 桜 ･ 菜の花街道）

4 月5日（日）11:00 ～ 16:00
　山車神輿渡御、お笑いライブなど　　

熊倉神宮桜まつり熊倉神宮桜まつり（熊倉公園）
4 月 19日（日）～ 5月 2日（土） 
4 月 25日（土）神輿渡御など 12:30 ～ 16:30

【問い合わせ】真岡市観光協会 ☎82-2012　真岡市観光協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moka-kankou.org/

【とき】4月12日（日）午前10時～午後3時
【ところ】真岡木綿会館駐車場ほか　※小雨決行
【内容】カラフルテント市、吹奏楽ジャズ、フラワー
　アレンジメントなど
【主催】真岡商工会議所、天の織姫市実行委員会

花見と一緒にお楽しみください花見と一緒にお楽しみください
4月12日（日）4月12日（日）第37回第37回「天の織姫市」「天の織姫市」

【問い合わせ】真岡商工会議所 ☎82-3305

【申し込み・問い合わせ】総務課人事給与係 ☎83-8099

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●臨時職員　3人 【勤務場所】第一子育て支援センター
【応募条件】幼稚園教諭、保育士、看護師いずれか
　の資格を有し、子育ての相談等に応じられる方
【勤務時期】４月～平成28年3月（更新の可能性あり）
【勤務日】毎週日曜日勤務
【勤務時間】午前8時45分～午後5時15分（7時間30分）
【賃金】時給 900円　通勤手当 2㎞以上該当

●保育士　１人【勤務場所】真岡保育所
【応募条件】保育士の資格を有する方
【勤務時期】４月～平成28年3月（更新の可能性あり）
【勤務日】毎週土曜日勤務
【勤務時間】午前 7時 30 分～午後 7時までの間で
　7時間 30分（早出・遅出勤務あり）
【賃金】日額 7,830 円　通勤手当 2㎞以上該当
●共通事項 
【選考方法】面接（随時）
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前に
ご連絡の上、資格証を添えて、下記まで本人が直接
提出してください。（受付時間午前9時～午後５時）

　住民票の異動の届出（転出届・転入届・転居届等）
は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録
などにつながる大切な手続きです ｡ 
　また、10月以降、社会保障・税・災害対策の手続
きの際に必要となる「マイナンバー」が住民票の住
所に通知されることとなっています。 
　このため、正確な住所の登録が必要です。入学・
就職・転勤等で引越しをされ、住所を異動される方は、
住所変更の届出を行ってください。
【問い合わせ】　市民課窓口係 ☎ 83-8117
　二宮支所市民窓口係 ☎ 74-5002

引越しの際は引越しの際は
住民票住民票のの異動異動もも忘忘れずにれずに

　長田霊園については、残り区画の減少に伴い、平
成28年度に約250区画の増設を予定しています。
　残りの区画については、すぐに遺骨の埋蔵を必要
とする方の区画を確保するため、本日より、区画の
増設が済むまでの間は、お骨があり墓地を探してい
る方を優先とした受付とさせていただきます。
　将来のための生前の申し込みの方は、増設区画の
供用開始までお待ちください。なお、希望の方には
供用開始後に募集案内の通知を送りますので、下記
までお問い合わせください。
【問い合わせ】　環境課環境保全係 ☎ 83-8125　FAX83-5896

市営墓地受付市営墓地受付のの変更変更についてについて

  【告示日】4月3日（金）  【告示日】4月3日（金）【投票日】4月12日（日）【投票日】4月12日（日）

平成 27年 4月受診分から平成 27年 4月受診分から
こどもの各種医療費助成制度がこどもの各種医療費助成制度が

変わります変わります
　真岡市のこどもの各種医療費助成制度が以下のと
おり変更となります。なお、平成 27年 3月受診分
までは変更前の制度が適用となります。申請期限内
に申請してください。

こども医療費助成制度こども医療費助成制度
　新たな受給資格証を3月下旬に発送しましたので、
平成27年４月受診分からは新たに届いた資格証をお
使いください。また、資格証の記載内容に変更があっ
た場合や、お手元に新しい資格証が届いていない場合
は、健康増進課までお問い合わせください。
●平成 27年 4月 1日受診分から

年齢区分 資格証の色
助成方法

自己負担県内医療
機関等

県外医療
機関等

0歳～
未就学児 ピンク色 現物給付 償還払い

なし小学1年生
～6年生 オレンジ色 現物給付 償還払い

中学1年生
～3年生 クリーム色 償還払い 償還払い

【問い合わせ】健康増進課母子健康係 ☎83-8121 FAX83-8619

重度心身障害者医療費助成制度重度心身障害者医療費助成制度
　こども医療費助成制度の変更に伴い、平成 27年
4月受診分から中学生までのお子さまは、自己負担
500円がなくなります。ただし、中学校卒業後の 4
月診療分からは従来通り自己負担 500 円が発生し
ます。（市民税課税世帯のみ）
　なお、「重度心身障害者医療費助成受給資格者証」
（黄色）をお持ちの方は、引き続き重心医療費助成
制度を利用できます。

年齢・学年年齢・学年 平成27年4月受診分～平成27年4月受診分～
3歳未満 こども医療費現物給付小学6年生まで

中学生 福祉課窓口で申請
自己負担500円なし

中学校卒業後 福祉課窓口で申請課税世帯
自己負担500円あり

【問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎83-8129 FAX82-2340

ひとり親家庭医療費助成制度ひとり親家庭医療費助成制度
　平成 27年 4月受診分からは、小学６年生までの
お子さまは、こども医療費助成制度により現物給付
となります。県内の医療機関等を受診する場合は、
「こども医療費受給資格証」と健康保険証を医療機
関等の窓口にご提示ください。また、中学生までの
お子さまは、自己負担 500円がなくなります。
　なお、親 ( 受給資格者 ) と 16 歳～ 18 歳のお子
さまは、申請方法、自己負担に変更はありません。

年齢・学年 助成方法
平成27年4月受診分～

3歳未満 こども医療費現物給付小学6年生まで

中学生 児童家庭課窓口で申請
自己負担500円なし

16歳以上と親（受給資格者） 児童家庭課窓口で申請
自己負担500円あり

※県外の医療機関等を受診した場合は現物給付対象と
ならないので、緑色の用紙で下記まで申請ください。

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係 ☎83-8131 FAX82-2340


