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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
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【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

【とき】8月 23日（日）午後 6時（対 FC岐阜）【ところ】栃木県グリーンスタジアム
【対象】真岡市民の方　※①②とも市内小・中学生は無料招待！
①バスツアー（市内小・中学生 50人限定）午後3時発予定の送迎バス有り、保護者同伴。（保護者の方はチケッ
トを購入ください）　②特別割引チケット※申し込み後に座席の変更はできません。
座席 対象 通常価格 特別割引

Ｓ自由席
ゾーン指定

大人 3,000円 1,500円
高校生 1,000円 500円
65歳以上 3,000円 無料
小・中学生 1,000円 無料

Ｂ自由席
ゾーン指定

大人 2,300円 1,150円
高校生 500円 250円
65歳以上 2,300円 無料
小・中学生 500円 無料

ホーム立見席
ゾーン指定

大人 1,500円 750円
高校生 500円 250円
65歳以上 1,500円 無料
小・中学生 500円 無料

栃木SCホームゲーム「真岡市民デー」観戦者募集！栃木SCホームゲーム「真岡市民デー」観戦者募集！

【申し込み・問い合わせ】
　栃木ＳＣ支援真岡市実行委員会（スポーツ
　振興課） ☎ 84-2811 FAX84-6258 
　Ｅメール sports@city.moka.lg.jp

栃木ＳＣ「親子サッカー教室」栃木ＳＣ「親子サッカー教室」およびおよび交流会交流会
　栃木SC選手・スタッフによる親子サッカー教室で、プロのテクニックを学びながら
選手と直接触れ合い交流を深めませんか。
【とき】7月 29日（水） 午後 3時～ 5時　
【ところ】鬼怒自然公園芝サッカー場　※雨天時：スポーツ交流館主競技場
【対象】市内小学生とその保護者 40 組 80人※保護者の方は引率していただき見学のみでも可　
【参加料】無料　【持ち物等】運動のできる服装、運動靴、タオル、帽子、飲み物、サッカーボール（ある方）
【注意】選手は、練習により後から合流することもあります。熱中症対策を忘れずに参加してください。
【申し込み】7月 1日（水）午前 8時 30分から受付開始。参加者の氏名、住所、学年（年齢）、電話番号
　を添えて下記へ電話（平日のみ）、FAXまたは Eメールで申し込み。定員になり次第締切。

【申込方法】
　観戦希望の方は、次の①～④の必要事項を左記へ電話、
FAXまたは Eメールにて申し込みください。
《必要事項》①観戦希望者の氏名・郵便番号・住所・年齢
　（小中学生は学校名と学年） ②購入する座席 ③必ず連絡
　の取れる電話番号または FAX番号、Eメールアドレス 
　④バスツアー参加の有無

【申込受付期間】7月 1日（水）～８月6日（木）必着　
　※ただし、バスツアーは定員になり次第締切
【チケット引き換え】8月 13日（木）～8月20日（木）（午前
9時～午後5時）総合体育館窓口で料金と引き換え。市民で
あることが確認できる身分証明書を持参ください。
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　華やかで気品のある日本舞踊を披露します。ぜひ
ご覧ください。
【とき】7月 5日（日）午前 10時開演（30分前開場）
【ところ】市民会館大ホール　【入場料】無料
【主催】真岡日本舞踊会【その他】先着200人に粗品あり

【問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX83-4070

第58回第58回日本舞踊発表会開催日本舞踊発表会開催

　真岡市では、積極的に男女共同参画推進の取り組
みを行っている事業者を表彰し、広く市民の方々や
事業者の皆さまに紹介します。
【対象】次のいずれかの取り組みを行っている市内の事業
　者　（企業、個人事業者、自治会、ＰＴＡ、市民団体等）
　①性別にとらわれない能力活用や職域拡大のため
　　の取り組み
　②仕事と家庭生活その他の活動との両立を支援す
　　るための取り組み
　③男女の人権に配慮した、働きやすいまたは活動
　　しやすい環境づくりのための取り組み
　④前各号に定めるもののほか、男女が共同して参
　　画することのできる環境づくりのための取り組み
【応募（推薦）方法】真岡市男女共同参画推進事業
　者表彰応募（推薦）書（様式第 1号）と事業者
　の概要が分かる資料を添えて、真岡市教育委員会
　生涯学習課に提出してください。
【応募（推薦）期間】7月1日から8月31日（必着）まで
【宛て先・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎82-7151　FAX83-4070

真岡市男女共同参画推進事業者真岡市男女共同参画推進事業者
表彰制度に応募（推薦）してください表彰制度に応募（推薦）してください
～自治会・市民団体等のみなさんも対象です～～自治会・市民団体等のみなさんも対象です～

　7月1日より救急救命士の行う処置が下記のとおり
運用開始となります。詳細については、芳賀広域行政
事務組合消防本部ホームページ（http://hagakouiki.
jp/syoubou/）をご覧ください。
■低血糖発作を疑う患者への血糖値測定ならびにブ
ドウ糖投与

■心肺停止前のショック状態をきたした患者への輸液
※新たな処置に関する認定を受けた救急救命士に
限り実施可能

【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合消防本部 
　☎ 82-3213 FAX83-3746　

救命救急士救命救急士のの処置処置がが拡大拡大されますされます

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係　☎ 83-8131

　6月分以降の児童手当・特例給付を受給するため
には、現況届の提出が必要です。現況届の確認がで
きない場合、6月分以降の手当を受給することがで
きません。必ず手続きを行ってください。

「児童手当・特例給付現況届」「児童手当・特例給付現況届」
手続き手続きがが必要必要ですです

　障害年金（20歳前障害等）を受給されている方は、
毎年6月末日までに、日本年金機構より送付される
現況届に、必要事項を記入して、7月中に必ず提出
してください。
　また、診断書の提出が必要な方は、7月に医療機
関で受診してから、速やかに、提出をお願いします。
　なお、平成27年 1月 1日現在、真岡市に住所が
無かった方は、前住所地（1月1日現在）の所得証
明書もしくは非課税証明書の添付が必要です。
※現況届を提出されない場合は、10月支給分からの
　年金が止まってしまいます。
【問い合わせ・提出先】
　国保年金課国民年金係☎83-8593  FAX83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係　☎74-5004　FAX74-1250

障害年金受給者の皆さま障害年金受給者の皆さま
現況届現況届のの手続き手続きをを忘れずに！忘れずに！ Ⓒ TOCHIGI SC

【とき】8月9日（日）午前8時30分開会
【ところ】二宮運動場前特設会場　　※雨天決行
　（真岡市堀込 1000 番地）
【参加資格】どろんこになれる男女で、遊び心と健康
　に自信のある方（1チーム5人、男女問わず補欠
　含め8人まで登録可）
　※誠に勝手ながら今大会より、同リーグ内の試合の
　　ないチームに得点係（1～2名）のお手伝いをお
　　願いします。大会要領を確認いただき、ご了承の
　　上お申し込みください。
【チーム数】27チーム（応募者多数の場合は主催者選考）
【試合方法】ソフトバレーボールを基準とした大会特別ルール
【参加料】1チーム3,000円（当日徴収）
【持ち物】田植えたび等　※素足プレー禁止
【申し込み】参加申込書（市のホームページからダウ
　ンロード可）を下記まで郵送。7月 15日（水）必着。
【その他】どろんこフラッグレースも予定しています。
【主催】真岡市青少年クラブ協議会（4HC）

真岡どろんこバレーボール大会2015真岡どろんこバレーボール大会2015
参加チーム募集参加チーム募集

【宛て先・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　真岡市産業環境部農政課内「真岡どろんこバレーボー
　ル大会2015事務局」☎83-8139

【とき】平成 27年 7月 11日（土）
　①午後 2時～ ②午後 6時 30分～
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】2時間 19分
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500 円  ※芸術鑑賞会会員 無料
【出演】大沢たかお、石原さとみ、真木よう子ほか
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

映画映画「風に立つライオン」

　日本年金機構の個人情報流出に便乗した不審な電
話が増えています。公的機関の職員をかたって電話
をかけ、個人情報を聞き出そうとする電話や、「あ
なたの個人情報が漏れているので削除してあげる」
という電話は、詐欺の手口です。こういった電話は
相手にせず、すぐに電話を切ってください。
【問い合わせ】真岡市消費者生活センター 
　☎ 84-7830（はなして なやみなし）

不審な電話にご注意ください！不審な電話にご注意ください！

ブラジル料理ブラジル料理（ヨーロッパ系）（ヨーロッパ系）
を作ってみませんかを作ってみませんか

　ブラジル料理の中で、特に日本人向けのメニュー
をご用意しました。異文化の味を楽しみましょう。
【とき】7月 12日（日）午前 10時～正午
【ところ】市公民館二宮分館 調理室【ところ】市公民館二宮分館 調理室
【対象】市内在住でブラジル料理に興味がある方　先着 20人【対象】市内在住でブラジル料理に興味がある方　先着 20人
【内容】ストロゴノッフェ（鶏肉、生クリーム、トマトソー【内容】ストロゴノッフェ（鶏肉、生クリーム、トマトソー
　スを使ったメイン）、パステル（ブラジル風の揚げ　スを使ったメイン）、パステル（ブラジル風の揚げ
　餃子）、ヴィナグレッチ（万能ソース）　餃子）、ヴィナグレッチ（万能ソース）
【参加料】500円(材料代)　【持ち物】エプロン、三角巾【参加料】500円(材料代)　【持ち物】エプロン、三角巾
【講師】行本 リジア 氏【講師】行本 リジア 氏
【【申し込み】電話または FAXにて下記までお申し込申し込み】電話または FAXにて下記までお申し込
　みください。　みください。

【申し込み・問い合わせ】真岡市国際交流協会事務局
　（安全安心課内）☎ 83-8719 FAX83-8392


