
名　　称

わたのみ商品券わたのみ商品券 にのみやプレミアム商品券にのみやプレミアム商品券

発売日時
6月 20日（土）・21日（日）
午前 10 時～午後 4時
※ 22日（月）以降は平日のみ
    午前9時～午後5時まで販売

6月19日（金）午前9時～午後4時
※6/20（土）・6/21（日）は
　午前9時～正午まで
※22日（月）以降は平日のみ
    午前9時～午後5時まで販売

発売場所 真岡商工会議所（荒町1203） にのみや商工会（久下田 848-5）
発行総額 3 億円 8,400 万円

使用できる店舗 真岡商工会議所に取扱加盟
店として登録した店舗

にのみや商工会に取扱加盟
店として登録した店舗

市のホームページ　http://www.city.moka.tochigi.jp/
購入できる方 18歳以上の真岡市民または市外在住で市内通勤・通学者

購入限度額 1 人５万円（5セット）、一世帯 25万円まで
（発行総額に達した時点で終了）

使用できる期間 7 月 1日（水）～ 12月 31日（木）

問い合わせ 真岡商工会議所
☎ 82-3305　FAX 82-7967

にのみや商工会
☎ 74-0324　FAX 74-2737
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第 32 回真岡井頭マラソン大会第 32 回真岡井頭マラソン大会
プログラムへの広告募集プログラムへの広告募集
　10月 4日（日）に開催する、「第 32回真岡井頭
マラソン大会」の参加者等へ配布するプログラムへ
の掲載広告を募集します。
【掲載位置】広告専用面（プログラム規格A4版）
【サイズ】A4の 1/4（縦 5.8cm×横 17.6cm）
　※ 1社あたり最大 4枠（A4）まで　
【料金】1枠 5,000 円
【掲載原稿】申込者が作成し、掲載決定後、料金納
　付と併せて提出してください。（電子データ可）
【発行部数】約 2,300 部（参加者数で多少増減有り）
【申込方法】専用の申込用紙（総合体育館に用意）
に必要事項を記入し、下記へ提出してください。
　※審査後、掲載決定の方は、料金納入と
　　原稿提出により掲載となります。
 【申し込み・問い合わせ】
　真岡井頭マラソン大会実行委員会
  （総合体育館内）☎ 84-2811 FAX 84-6258 
　Eメール  sports@city.moka.lg.jp

店頭にある
←この→

のぼり
が目印です

※この商品券の発売に併せて、独
　自の特典や割引サービス等を行
　う取扱加盟店があります。
※本日真岡新聞に入るチラシの裏
面「わたのみ商品券購入申込書」
に必要事項を記入し、切り取っ
て真岡商工会議所までお持ちく
ださい。

　地域住民生活等緊急支援のため
の交付金事業として、プレミアム
付き商品券を発行します。今年は
20%のプレミアム付きです。
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プレミアム付きプレミアム付き
　商品券　商品券をを発売発売

10,000円で12,000円分買える！10,000円で12,000円分買える！

【問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係　☎ 83-8129　FAX82-2340
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎ 74-5004 FAX74-1250

　重度心身障害者医療費助成制度を利用している方
で、下記条件に該当する場合、自己負担分（薬局を
除く医療機関ごとに月額 500 円）に対する免除が
受けられます。
【申請】現在対象の方も更新の手続きが必要となり
ますので、6月 30 日（火）までに下記窓口で手
続きしてください。

【対象条件】受給資格者と同じ健康保険に加入して
いる方全員が平成 27年度の市民税が非課税であ
ること。

※受給資格者が中学生以下の方は、申請不要です。
（今年度から受給資格者が中学生以下の場合は、
自己負担がなくなりました。）

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
自己負担助成自己負担助成のの申請申請についてについて

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係　☎ 83-8131

　一部支給停止除外届（緑色の書類）が 6月中に
送付された方（手当支給開始から 5年を経過して
いる方）は、現況届提出時（8月）に一緒に提出し
てください。
　各証明書は6月から8月の時点で証明してもらっ
てください。正当な理由がなく提出
期限に遅れると、手当が減額される
ことがありますので、ご注意くださ
い。

児童扶養手当受給資格者児童扶養手当受給資格者のの方方へへ

第第332 回2回 真岡井頭マラソン大会 真岡井頭マラソン大会
【とき】10月 4日（日）※雨天決行（荒天中止）
　開会式 : 午前 8時 40分から
【ところ】井頭公園および周辺道路
【種目・参加費】
◇親子（2km、親または祖父母と
小学 1 ～ 4 年生） 1 組 2,000 円 
◇小学 5・6 年生男女別（2km）・
中学生男女別（4km）1,000 円 
◇一般（高校生以上）年代別・男女別（4km・
10km）2,500 円 

【申込期間】6 月 1日（月）～ 8月 10 日（月）
（申込期間中に参加料の支払を完了してください）
①郵便局での振り込み、または大会事務局（総合
体育館）へ直接申し込み 
②インターネットによる照会・申し込み
　《照会》テクノプランhttp://www.tecnoplan.co.jp
《申し込み》スポーツエントリー http://www.
sportsentry.ne.jp、ランニングタウン http://
runningtown.jp、ランネットhttp://runnet.jp 
③電話申し込み
　スポーツエントリー☎0570-550-846（平日の
10:00 ～ 17:30）

【問い合わせ】大会について…スポーツ振興課（総合体育館）
　☎84-2811 FAX84-6258（平日：8:30～ 17:15）
　申し込みについて…エントリーセンター（テクノプラン）
　☎ 048-778-5880（平日：10:00 ～ 17:00）

②西真岡第二地区
№ 所在地 地積（㎡）

3 上高間木 1-23-16 251.55

57-1 亀山 1-20-1 806.23

③久下田北部地区
13 さくら 3-7-1 306.47

18 さくら 3-7-6 377.23

19 さくら 3-7-7 331.41

20 さくら 3-7-8 445.66

①長田地区

　　↑↑
①長田地区①長田地区

←③久下田北部地区←③久下田北部地区

②西真岡第二地区②西真岡第二地区
　↓　↓

真岡 IC
真
岡
駅

久
下
田
駅

【申し込み・問い合わせ】
①については、長田土地区画整理組合
　☎83-5466（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）http://www.nagatakumiai.jp/
② ③ については、真岡市建設部区画整理課管理係
　☎83-8155（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）http://www.city.moka.tochigi.jp/

●仲介手数料なし
●上下水道接続可
●即建築可能

全 17画地
のうち

新規 4画地

※詳細については、下記窓口へ
　お問い合わせいただくか、ホー
　ムページをご覧ください。

宅地の公売宅地の公売
【申込期間】 6 月 19日（金）～ 7月 2日（木）
　午前 8時 30分～午後 5時（土 ･日曜日除く）
【現地説明会】
　①長田地区：6月 27日（土）午後１時～ 5時 
　②西真岡第二地区、 ③久下田北部地区：随時実施
※申し込み多数の場合は 7月 4日（土）抽選 
※申込期間終了後は、随時受付・先着順で公売

真岡市土地区画真岡市土地区画
整理事業地内整理事業地内

参加団体募集 参加団体募集   鬼怒川・小貝川・五行川鬼怒川・小貝川・五行川
クリーン大作戦クリーン大作戦

　ふるさとの川を美しく保ち、正しく安全に利用す
るため沿川 (えんせん )自治会、各種団体と協力し
一斉清掃を行います。参加いただける団体は、7月
9日（木）正午までに下記へ申し込みください。
【とき】7月 11日（土）　午前中 2時間程度
【ところ】 鬼怒川・小貝川・五行川の各河川敷
【主催】鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議
【申し込み・問い合わせ】
　建設課管理係 ☎ 83-8147 FAX83-6240

【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　真岡市健康福祉部介護保険課認定審査係☎83-8197
　FAX83-8554　Eメール kaigo@city.moka.lg.jp

　真岡市では、需要が増大する介護関連施設の整備
にあたって、公平性・透明性を確保し、利用者に質
の高いサービスを提供するため、整備希望する法人
を公募し、「真岡市老人保健福祉施設整備等に係る
法人審査委員会」において、当該優良事業者を選定
していきます。そこで、この審査委員会の委員を応
募します。
【公募条件】①～④を満たす方　3人
　①年齢 40歳以上の方（平成 27年 4月 1日現在）
　②真岡市民であって、引き続き 2年以上市内に
　　住所を有する予定の方
　③平日（昼間）の委員会（年４回程度）に出席できる方
　④整備を希望する法人の関係者でない方
【任期】平成 27年 8月から 28年度末まで
【謝礼】1回　5,000 円
【応募方法】｢ 高齢者福祉について」の小論文を
600 字程度にまとめ、別紙に氏名、住所、性別、
年齢、連絡先の電話番号、職業、保健および福祉
活動の経歴、応募の動機を明記したものを下記へ
提出してください。なお、郵送、FAX、Ｅメール
でも受け付けます。

　※応募いただいた書類はお返ししません。
【応募締切】7月10日（金）必着

真岡市老人保健福祉施設整備等真岡市老人保健福祉施設整備等にに
係る係る法人審査委員会法人審査委員会の委員募集の委員募集

　住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第
三者に交付したとき、登録している方に交付した事
実を通知する「登録型本人通知制度」を平成 27年
7月 1日から開始します。
　この制度は、登録している方に交付した事実を通
知することで、住民票の写し等の不正請求を抑止し、
不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを
目的としています。通知を希望する方は、事前に登
録申請が必要です。市ホームページをご覧いただく
か、詳しくは下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】
　市民課窓口係　☎ 83-8117　FAX83-8514
　二宮支所市民窓口係 ☎ 74-5002 FAX74-1250

「登録型本人通知制度」「登録型本人通知制度」をを
開始開始しますします

【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
●保育士　１人 　【勤務場所】真岡保育所
【勤務時期】平成27年 7月 1日から平成28年 3月
31日まで（更新の可能性あり）
　※ 14日間を試用期間とする。
【勤務時間】午前 7時 30 分～午後 6時 15 分の間
で 7時間 30分（早出・遅出勤務あり）

【応募条件】保育士の資格を有する方。
【賃金】日額7,830円　通勤手当2km以上該当（上限
7,100円 /月）　健康保険、厚生年金、雇用保険に
加入

【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）


