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         スポーツ安全保険         スポーツ安全保険
【加入対象】スポーツ・文化・ボランティア・地域  
　活動を行う 5人以上の社会教育関係団体（加入
　した各個人が被保険者）
【保険の概要】加入団体での活動中の事故（活動場所
　への移動を含む）に対し、保険金が支払われます。
【保険の種類】傷害保険・賠償責任保険・突然死葬
　祭費用保険
【保険期間】加入日～平成28年3月31日（毎年度更新）
【その他】平成26年度加入団体には、代表者宛てに
　申込書が送付されます。新規加入を希望される団体
　は、下記窓口にパンフレット・申込書等がありま
　すのでご確認ください。
 【申し込み・問い合わせ】Eメール sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258 

平成 27 年度
スポーツ少スポーツ少年団年団のの登録受付登録受付
【登録対象】年間を通じて小中学生を中心にスポーツ
　活動を展開しているクラブ（原則として、20歳
　以上の指導者および 10人以上の団員が必要）
【登録料】指導者1,000円／１人、団員600円／１人
　（真岡市スポーツ少年団→栃木県スポーツ少年団
　→日本スポーツ少年団に登録します）
【活動内容】市内交流大会の実施（野球、バレーボール）、
　指導者講習会の実施、県交流大会への参加（野球、
　バレーボール、ミニバスケ、バドミントン、柔道、
　剣道、空手道、卓球など）、県の交流大会派遣費
　の一部補助、県内や全国の仲間との交流事業など
【申込方法】平成26年度登録団体には、平成26年度
　に登録された代表者宛てに、日本スポーツ少年団
　から申請書が送付されます。また、新規登録を希望
　される団体は、スポーツ振興課へご相談ください。
【申込期限】5月1日（金）正午

  ①老人福祉タクシー券①老人福祉タクシー券
【対象】市内在住で65歳以上の高齢者のみの世帯で、自
　動車（普通 ･小型 ･軽・バイク）を所有していない世帯
【交付枚数】申請月から月 4枚の割合（年48枚まで）
【交付場所】福祉課高齢者福祉係または二宮支所福
　祉国保窓口係　【申請に必要なもの】印鑑
  ②高齢者井頭温泉券②高齢者井頭温泉券
【対象】市内在住の 70歳以上の方
※昭和 20年 4月 30日以前生まれの方
※平成27年5月以降に70歳を迎える方は、誕生
　月になりましたら福祉課高齢者福祉係または二
　宮支所福祉国保窓口係へ申請してください。

【交付枚数】申請月から月 1枚の割合（年12枚まで）
【交付日程と会場】4月 3日と 6～ 9日の 5日間、
　市内 5カ所で交付します。詳しい日時と会場は
　お問い合わせください。
【申請に必要なもの】印鑑、申請書（送付されたはがき）
※交付日程の各指定日に都合がつかない方は、指定
　日以外の日（4月 2日以降）に福祉課高齢者福祉
　係または二宮支所福祉国保窓口係で交付します。
  ③③介護手当受給者用井頭温泉券介護手当受給者用井頭温泉券
【対象】介護手当を受給している方【対象】介護手当を受給している方
【交付枚数】申請月から2カ月で1枚の割合（年6枚まで）【交付枚数】申請月から2カ月で1枚の割合（年6枚まで）
【交付場所】福祉課高齢者福祉係
【申請に必要なもの】印鑑
  ④高齢者等外出支援事業利用券④高齢者等外出支援事業利用券
　リフト付車両で外出する際に、利用することができます。　リフト付車両で外出する際に、利用することができます。
【対象】市内在住在宅の方で、寝たきり高齢者（要【対象】市内在住在宅の方で、寝たきり高齢者（要
　介護 4以上）、重度の身体障がい者（身障手帳 1・　介護 4以上）、重度の身体障がい者（身障手帳 1・
　2級）・知的障がい者（療育手帳A1･A2）の方　2級）・知的障がい者（療育手帳A1･A2）の方
【交付枚数】申請月から月 2枚の割合（年24枚まで）
【交付場所】福祉課高齢者福祉係
【申請に必要なもの】印鑑

 ⑤障がい者福祉タクシー券 ⑤障がい者福祉タクシー券
【対象】市内在住在宅の方で、身障手帳1･2 級、療
　育手帳Ａ･Ａ1･Ａ2、精神保健福祉手帳1･2級の方
【交付枚数】申請月から月４枚の割合（年 48枚まで）
【交付場所】福祉課障害者福祉係または二宮支所福
　祉国保窓口係
【申請に必要なもの】印鑑、各障害者手帳

 ⑥障がい者井頭温泉券 ⑥障がい者井頭温泉券
【対象】市内在住在宅の方で、身障手帳１･２級、
　療育手帳Ａ ･Ａ１･Ａ２、精神保健福祉手帳１級
　の方は本人用と介護者用。身障手帳３級、療育手
　帳Ｂ１、精神保健福祉手帳 2級の方は本人用
※ 70歳以上の方の本人用は、高齢者井頭温泉券で
　の交付になります。
【交付枚数】申請月から月 1枚の割合（年 12枚まで）
【交付場所】福祉課障害者福祉係または二宮支所福
　祉国保窓口係
【申請に必要なもの】印鑑、各障害者手帳
【①～④ 申し込み・問い合わせ】
　福祉課高齢者福祉係 ☎ 83-8195 FAX82-2340
【⑤・⑥ 申し込み・問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129 FAX82-2340

【とき】4月 25日（土）①午後 2時～
　②午後6時30分～（上映時間126分）
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円、小人（4歳
　以上）500円　※H27 年度芸術鑑賞会会員 無料
　※全席自由、入場券は当日でも購入可
【出演】宮沢りえ、小林聡美、池松壮亮、大島優子 ほか
 【申し込み・問い合わせ】文化課
　☎ 83-7731  FAX 83-4070（月・日曜・祝日休）

映画映画 「紙の月」

平成 27 年度平成 27 年度　　人間ドック人間ドック・・脳ドック脳ドックのの料金料金をを助成助成

▼人間ドック　　　　　　　　　　
 医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮セントラル
クリニック※

（一般）
028-657-7302

22,040 円
（総合） 55,600 円
（スーパー） 88,000 円

宇都宮東病院 028-683-5771 22,040 円

済生会宇都宮病院
（1泊 2日）

028-626-5565
45,880 円

（日帰り）男性 23,200 円
（日帰り）女性 26,440 円

自治医科大学健診センター 0285-44-2100 34,140 円
栃木県保健衛生事業団 028-623-8282 22,264 円

獨協医科大学病院
（1泊 2日）男性

0282-87-2216
46,960 円

（1泊 2日）女性 50,200 円

【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係☎83-8123　FAX 83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係☎74-5004　FAX 74-1250

▼脳ドック
医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮セントラルクリニック 028-657-7302 23,200 円
宇都宮東病院 028-683-5771 20,300 円
済生会宇都宮病院 028-626-5565 34,000 円
獨協医科大学病院 0282-87-2216 23,200 円
芳賀赤十字病院 0285-82-2195 14,000 円
福田記念病院 0285-84-7765 14,500 円
真岡病院 0285-84-6311 17,200 円
真岡脳神経クリ
ニック

コースA
0285-81-0070

18,800 円
コースB・C 10,800 円

【対象】受診日に35歳以上75歳未満の国民健康保険
　加入者で、下記医療機関で人間ドック・脳ドック
　を受ける方（後期高齢者医療保険加入者を除く）
※国民健康保険税完納世帯に限ります。
※今年度に特定健診を受ける方は、人間ドックの
　助成は受けられません。
　（脳ドックのみは助成可）

【申込方法】検診機関に直接予約し、受診日と検診
　内容を国保年金課または二宮支所へ連絡。後日、
　送付された受診券と国民健康保険被保険者証を持
　参し、受診してください。
※検診機関の窓口では、検診総額から市助成額を
　差し引いた自己負担額をお支払いください。
※助成を受けられるのは年度 1回までです。
【その他】人間ドックを受診される 40歳以上の方は、検診結果を市に通知することで特定健診を受けたこ
とになります。対応可能な機関（表内■■）で受診される際は、受診券の同意欄に署名・押印をお願い
します。同意のない場合は、助成対象外となりますのでご注意ください。

検査内容は、各医療機関へお問い合わせください。
※宇都宮セントラルクリニックの人間ドック
　一般：基本項目のみ
　総合：基本項目＋脳MRI または心臓MRI
　スーパー：基本項目＋脳MRI ＋心臓MRI

平成27 年度平成27 年度戦没者慰霊祭開催戦没者慰霊祭開催
　4月 15 日（水）～ 17 日（金）の 3日間、市内
5カ所で戦没者慰霊祭が開催されます。詳しい日程
等は 4月 10日発行のウィークリーニュースでお知
らせします。なお、ご来場の際は「戦没者慰霊祭案
内通知」を持参ください。
【問い合わせ】福祉課障害者福祉係
　☎ 83-8129 FAX82-2340

真岡市議会真岡市議会
議場コンサート出演者募集議場コンサート出演者募集
　真岡市議会では、平成 27年 6月上旬（6月定例
会）、12 月上旬（12 月定例会）に議場コンサート
を予定しています。
【演奏時間】午前 9時 10分～ 40分（30分間）
【申込期限】5月 1日（金）必着
　詳しくは市議会のホームページまたは、議事課に
問い合わせください。
【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176 FAX83-8714

介護予防いきいき水中運動
プログラムプログラム
【とき】5月 13日（水）から毎週水曜日（全 12回）
　午前 9時～ 10時
【ところ】真岡井頭温泉 バーデプール
【対象】以下の条件を全て満たす方　30人程度
　① 65 歳以上で、介護保険サービス対象外の方 
　②主治医の了解が得られる方 ③肩・腰・膝の痛
　みを、水の浮力を利用した運動で改善したい方 
　④本プログラムに初めて参加する方
【参加方法】①電話で福祉課に申し込む。②福祉課
　から送られた申込用紙に必要事項を記入し、窓口
　に持参する。（簡単な聞き取りあり）③受講決定
　通知を受け、参加する。4 月 17 日（金）まで
【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

き き水中運き き水中運

　　　　　　　　　　
金子医院 0285-83-2818 21,500 円
高橋内科クリニック 0285-84-7580 20,500 円
芳賀赤十字病院 0285-82-2195 22,100 円
福田記念病院 0285-84-7765 21,460 円
真岡病院 0285-84-6311 22,600 円
真岡西部クリニック 0285-82-2222 10,800 円
うつのみや病院
（旧宇都宮社会
保険病院）

（日帰り）
028-653-1001

22,620 円
（1泊 2日）男性 37,240 円
（1泊 2日）女性 40,480 円

山王病院
（茨城県桜川市）

（総合）
0296-75-0600

28,600 円
（一般） 20,880 円
（簡易） 12,520 円

▼人間ドック＋脳ドック
医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮東病院 028-683-5771 46,960 円
自治医科大学健診センター 0285-44-2100 45,140 円

獨協医科大学病院
（1泊 2日）男性

0282-87-2216
76,120 円

（1泊 2日）女性 79,360 円

済生会宇都宮病院
1泊 2日

028-626-5565
78,280 円

（日帰り）男性 55,600 円
（日帰り）女性 58,840 円

芳賀赤十字病院 0285-82-2195 42,600 円
福田記念病院 0285-84-7765 41,560 円
真岡病院 0285-84-6311 40,000 円

高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌のの予防接種予防接種
をを無料で受けられます無料で受けられます

　今年度、肺炎球菌ワクチンの予防接種を無料で受
けられる方は下記のとおりです。対象の方には、4
月中に市から通知を発送します。説明書をご覧いた
だき、内容を十分に理解した上でかかりつけ医に予
約して予防接種を受けてください。
【対象】①平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31
日の間に、65 歳・70 歳・75 歳・80 歳・85 歳・
90歳・95歳・100歳になる方
　② 60 歳以上 65 歳未満の方で、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の機
能に障害のある方（身体障害者手帳 1級程度）
【実施期間】平成27年4月1日～平成28年3月31日
※過去に一度でも肺炎球菌ワクチンを接種された
方は対象となりません。ただし、過去の接種から
5年を経過し、再接種を希望する場合は、市から
5,000 円の助成を受けられます。
【問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

イノシシイノシシのの駆除駆除をを実施実施
　農作物被害防止のために、イノシシの駆除を実施
しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
【期間】4月1日（水）～平成 28 年 3月10日（木）
　※駆除を実施しない期間：7月 18 日（土）～ 8
　　月 31日（月）、9月 20日（日）～ 26日（土）
【ところ】根本山周辺、小貝川東部地区（青谷、君島、
　南高岡、道祖土、三谷、水戸部、阿部岡）
【内容】わなを主体とした駆除です。わなの近くに
　表示板やわな表示票がありますので、付近では十
　分ご注意ください。
【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  FAX83-6208

タクシー券・温泉券等タクシー券・温泉券等のの
申請申請をを 4 月4 月からから受付中受付中


