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【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
　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】現在受付中。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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高齢者高齢者のの熱中症熱中症にに注意！注意！
　熱中症の発生は、毎年 7～ 8月がピーク
です。熱中症患者のおよそ半数は 65歳以上の高齢
者です。高齢者は暑さへの感覚が衰え、汗をかきに
くくなり、熱中症発症の恐れが高くなるため、注意
が必要です。
≪熱中症予防のポイント≫
　◆のどの渇きを感じる前にこまめに水分補給しましょう。
　◆エアコンや扇風機を上手に活用し、室内の温度・
　　湿度を調整しましょう。
　◆服装を工夫しましょう。
　　（通気性・吸湿性の良い服、帽子・日傘の活用）
　◆生活リズムを整え、体調管理に注意しましょう。
　室内でも熱中症を発症し、救急搬送されたり、死
亡する事例もあります。暑い夏に向けて、日頃の生
活の中で熱中症予防に努めましょう。
環境省熱中症予防情報サイトhttp://www.wbgt.env.go.jp/
【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　FAX 83-6335

Ⓒ TOCHIGI SC

　私立幼稚園の園児を対象とする補助金の申請を受
け付けます。申請書類は市内幼稚園を通して配布し
ます。市内に居住し、市外の幼稚園に通っている園
児の保護者の方で、申請書を受け取っていない方は、
児童家庭課まで申し出てください。
　補助金の支給は、平成28年2月頃を予定しています。
【申し込み】申請書類に必要事項を記入し、在園する
　幼稚園へ7月17日（金）までに提出
■私立幼稚園就園奨励費補助金
【内容】 世帯の市民税所得割課税額の区分により保
　育料を補助
【対象者】 市内に住所がある園児で、「平成27年度途
　中に満３歳となる園児」、「平成27年 4月 1日現
　在で、満3歳、満4歳、満5歳となっている園児」
　を通園させている世帯
■私立幼稚園第３子以降保育料特別援助事業費補助金
【内容】世帯の市民税所得割課税額の区分により保
　育料を補助
【対象者】 市内に住所がある園児で、私立幼稚園へ第
　３子以降（私立幼稚園就園奨励費補助金の対象と
　なる園児）が在園している世帯
　※同時在園の条件はありません。
【問い合わせ】
　児童家庭課保育係　☎83-8035  FAX82-2340

幼稚園幼稚園のの保育料保育料をを減免減免

平成28年度採用 芳賀地区広域行政事務組合

　消防職員を募集消防職員を募集
【採用人員】消防職 6人程度
【受験資格】年齢および最終学歴で試験区分が上級、
　中級、初級の各試験に分かれます。（詳細につい
　ては、募集要領を参考にしてください）
【申込期間】7 月 1日（水）～８月 7日（金）
【試験日程】9月20日（日）受付：午前8時30分～9時
　筆記試験（一般性格診断含む）：午前9時 15分～正午
　体力試験：午後1時30分から
【試験会場】真岡高等学校（体力試験は消防本部）
【試験方法】1 次試験は筆記・一般性格診断・体力
　試験、2次試験は 1次合格者を対象に作文・面接
【持ち物等】筆記用具、運動できる服装・運動靴
【1次試験合格発表】10月 7日（水）午前 10時
　消防本部玄関前およびホームページに掲示
【問い合わせ】消防本部総務課　☎ 82-3213 
　FAX83-3746　http://hagakouiki.jp/syoubou/

　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日から開始しました。
　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
開始開始しましたしました

市若屋台市若屋台のの引き手募集引き手募集
　真岡市の夏まつりで屋台を引いてみませんか。真
岡市職員互助会（市若）では、屋台を引く小学生を
募集します。
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7月24日（金） 午後2時 30 分～午後 5時ごろまで
7月25日（土） 午前9 時 30 分～午後 1時ごろまで
7月26日（日） 午後1時 30 分～午後 4時ごろまで

【集合場所】市若会所（真岡市水道庁舎駐車場）
【対象】小学生 各日先着 30人（保護者同伴）
　※祭半天と帯は貸し出します。
【申込方法】7月10日（金）までに、氏名・住所・学年・身長・
　電話番号・保護者の氏名を下記へ申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
　総務課研修厚生係☎ 83-8469　FAX 82-1065

【支給の対象者】平成 27 年 4月 1日において、恩
給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金を受ける方（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、次の順番による先順位
のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

戦没者等のご遺族の皆さまへ戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦没者等戦没者等のの遺族遺族に対するに対する特別弔慰金特別弔慰金
（第10回特別弔慰金）（第10回特別弔慰金）がが支給支給されますされます

戦没者等の死亡当時のご遺族で、
１．平成 27年 4月 1日までに戦傷病者戦没者遺
族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

２．戦没者等の子
３．戦没者等と生計関係を有していた ①父母 ②孫 
③祖父母 ④兄弟姉妹（戦没者等と生計関係を有
していなかった方、平成27年4月1日において
婚姻により姓が変わっている方、または遺族以外
の方と養子縁組をしている方は除かれます。）
４．上記３以外の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
５．上記１から４以外の三親等内の親族（戦没者
等の死亡時まで引き続き１年以上生計関係を有
していた方に限られます。）

【支給内容】額面 25万円。5年償還の記名国債。
【請求期限】平成 30年４月２日（月）まで
【提出書類】提出書類については、戦没者およびご
遺族の状況により異なります。下記へお尋ねく
ださい。※窓口の混雑が予想されるため、相談、
書類提出等は事前に日時をお知らせください。

【問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係TEL83-8129　FAX82-2340

　求職者の就職支援のため、「就職応援セミナー」「総
合相談」「キャリアカウンセリング」を無料で行い
ます。いずれも予約が必要です。
【とき】７月 16日（木）
【ところ】真岡商工会議所　小会議室

とちぎジョブモール巡回相談会とちぎジョブモール巡回相談会

①就職応援セミナー
【とき】午前10時30分～正午
【内容】就職活動の心構え、履歴書の書き方、面接の
　受け方【講師】とちぎジョブモール就労総合相談員

②相談会
【とき】午後 1時～ 4時
■総合相談：就職や生活に関する悩みなどへのアド
バイス、適職診断

　相談員：とちぎジョブモール就労総合相談員
■キャリアカウンセリング：就職活動へのアドバイ
ス、適職診断、履歴書の書き方、面接の受け方　
相談員：栃木ジョブモールキャリアカウンセラー

【申し込み】7月15日（水）午後5時まで電話で受付

【問い合わせ】　商工観光課 ☎ 83-8134 FAX83-0199

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡と
いった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や
遺族基礎年金が受けられなくなることがあります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付すること
が困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予とな
る「保険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付
猶予制度」がありますので、下記で手続きをしてく
ださい。申請書は窓口に備えつけてあります。
　また、平成26年4月から法律が改正されて、2年
1カ月前の月分まで遡及して免除申請をすることが
できるようになりました。失業等により保険料を納
付することが経済的に困難になったものの、申請を
忘れていたために未納期間を有している方等は、一
度、下記または年金事務所へご相談ください。
【受付開始日】7月1日（水）から
【対象期間】平成27年7月分から平成28年6月分まで
■学生納付特例についても、随時受け付けています。
【問い合わせ】
　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

国民年金保険料免除等の申請国民年金保険料免除等の申請
平成 27 年度分平成 27 年度分をを受付開始受付開始


