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【申し込み・問い合わせ】福祉課地域支援係　☎83-8132

介護巡回相談介護巡回相談
　介護や認知症の対応などでお困りなことがありま
したら、個別相談も受け付けます。　※予約制
【とき】11月 18日（水）　①午前 9時 30分から 
　②午前 10時 15分から ③午前 11時から
【ところ】山前農村環境改善センター　研修室　

～「もしかして」あなたが救う　小さな手～～「もしかして」あなたが救う　小さな手～

11月11月はは虐待防止推進月間虐待防止推進月間
　児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。「も
しかして虐待？」と思ったら、ためらわずにお知ら
せください。連絡した人の秘密は守られます。
■児童相談所全国共通3桁ダイヤル  189
■児童虐待とは■
【身体的虐待】殴る、蹴る、熱湯をかける、乳幼児を
　戸外に締め出す など
【心理的虐待】言葉で脅かす、無視、拒否的な態度
　をとる、きょうだい間で差別的扱いをする、夫
　婦や家族に対する暴力（ＤＶ）を見せる など
【性的虐待】ポルノ画像を見せる、被写体にする、
　性的行為を強要する、性器や性交を見せる など
【ネグレクト（保護・養育を怠ること）】
　食事を与えない、ひどく不潔にする、学校に行
　かせない、子どもを残して外出する、自動車の
　中に放置する など
【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係  ☎ 83-8131
　栃木県中央児童相談所　☎028-665-7830（24時間受付）

～無防備な心に火災がかくれんぼ～～無防備な心に火災がかくれんぼ～
11/9（月）～ 11/15（日）11/9（月）～ 11/15（日）
秋の全国火災予防運動秋の全国火災予防運動

　これから火災の発生しやすい気候となる時季で
す。火災による死傷者をなくすため、火の取り扱い
には十分注意しましょう。さらに、建物内外の整理
整頓をし、燃えやすいものは建物の周辺に置かない
ようにしましょう。
　また、消火器および住宅用火災警報器の悪質訪問
販売や点検業者に十分ご注意ください。
　期間中、午前7時と午後7時にサイレンを鳴らし
ます。（吹鳴方法：7秒吹鳴・3秒休止を2回繰り返し）
【問い合わせ】真岡消防署 ☎ 82-3161

【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。

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

芳賀郡市医師会市民公開講座芳賀郡市医師会市民公開講座
最新最新のの感染症セミナー開催感染症セミナー開催
～最新の感染症について手洗いの実技を含めて～～最新の感染症について手洗いの実技を含めて～
　ノロ、ロタ、新型インフルエンザ、MERSなど、
私たちを取り巻くウイルスは多種にわたり、さらに
変異しています。この機会に感染症の予防法を学び
ましょう。
【とき】11月 8日（日）午後 1時～ 2時 30分【とき】11月 8日（日）午後 1時～ 2時 30分
【ところ】生涯学習館（旧二宮文化会館）【ところ】生涯学習館（旧二宮文化会館）
【講師】独立行政法人国立病院機構宇都宮病院院長【講師】独立行政法人国立病院機構宇都宮病院院長
　沼尾 利郎 先生　【入場料】無料　沼尾 利郎 先生　【入場料】無料
【問い合わせ】芳賀郡市医師会　☎ 82-3185
　健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121 FAX83-8619

保育所（園）入所申し込み受付中保育所（園）入所申し込み受付中
期間：10/1（木）から11/30まで（月）期間：10/1（木）から11/30まで（月）　
　　①①認定申請兼施設利用申し込み申請認定申請兼施設利用申し込み申請
　　保育所や認定こども園の利用を希望する場合は、
　市から保育認定を受ける必要があります。
　②　②　認　定　区　分認　定　区　分
　1号認定
　　（教育標準時間認定）　・認定子ども園

　2 号認定（保育認定）
　　満 3歳以上

　・保育所（園）
　・認定子ども園

　3号認定（保育認定）
　　満3歳未満

　・保育所（園）
　・認定子ども園
　・地域型保育

　③　③　認　定　証　交　付認　定　証　交　付
　なお、施設利用の決定は、2月頃になります。
【申込方法】所定の申込用紙に必要書類
を添付して、下記へ提出してください。
なお、認定子ども園や小規模保育を希
望される方は、施設の内定を受けてい
ただくため、提出先は各施設です。

【問い合わせ】
　児童家庭課保育係☎ 83-8035　FAX 82-2340

駐車場

野球場
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11/9（月）～11/21（土）11/9（月）～11/21（土）
勝瓜公園駐車場改修工事勝瓜公園駐車場改修工事をを実施実施
　第 2工業団地内にある
勝瓜公園の駐車場改修工
事を実施します。工事期
間中は公園東側の駐車場
（右図　　　）は使用で
きません。南側の駐車場
をご利用くださいますよ
うお願いします。
【問い合わせ】都市計画課  
  維持管理係 ☎ 83-8724

【問い合わせ】産業祭☎ 82-3305（真岡商工会議所）　JＡまつり☎ 84-6611（JAはが野真岡支店）
乳製品無料配布☎ 83-8139（市農政課）子どもまつり☎ 82-7151（市生涯学習課）
消費者まつり☎83-8394（市安全安心課）環境展☎83-8692（市環境課）
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産業祭
　　　物産振興会抽選会
　　格安販売「青空市」
　自衛隊展示
ダンボールクラフト
アルミ缶回収

  新米・ポン菓子・ソバ粉
無料配布、娯楽ｽﾃー ｼ゙ 、射的、
  仔牛の重さ当てクイズ
　　　  乳製品無料配布
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　   など　Ｐ
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◇野菜 ･果物など新鮮な農産物を激安販売！◇おいしい地元名産品＆他県の特産も大集合！
◇ダンス･地域芸能などステージも充実！◇真岡市イメージキャラクターのコットベリ－＆もおかぴょんが登場！

バザー（公民館2階）10:00～、模擬店・遊びコーナー10:00～
クイズ大会 10:00～、11:00～
チャレンジゲーム大会 10:30～、11:30～

環  境  展

青年女性会館

消費者まつり

真岡市大産業祭真岡市大産業祭第26回第 26 回  11 月 23 日11 月 23 日（月･（月･祝祝））
午前10時～午後3時午前10時～午後3時 雨天決行（花火合図） 雨天決行（花火合図）
【会場】真岡市民広場ほか【会場】真岡市民広場ほか

【真岡工業高校】
・ミニSL　・ミニロボット操作体験

フリーマーケット

公民館

乳製品無料配布（1人1つ）
【とき】配布時間午前11時から【ところ】乳用牛共励会会場
【対象】先着 350人　【主催】真岡市酪農組合

古本市

Ｐ

周遊バス停留所

アルミ缶を持参して回収車で
              リサイクルしよう！
アルミ缶の数に応じて粗品プレゼント！
（※粗品はなくなり次第終了）アルミ缶は中を洗って持ってきてね。

・いちごの紙風船配布（数量限定）
・くらしに関する情報コーナー
・リサイクル品の抽選会（受付 10:00～ 12:00）

栃木県が都市計画を変更するにあたり栃木県が都市計画を変更するにあたり
都市計画都市計画のの案案をを縦覧縦覧しますします

【縦覧する都市計画案】
●宇都宮都市計画区域マスタープラン（宇都宮都市
　計画区域の整備、開発および保全の方針）の変更
●宇都宮都市計画道路の変更（3・4・4号真岡壬
　生線ほか 4路線）
【縦覧期間】11月13日（金）～27日（金）　午前8時
30分～午後5時15分　※土・日曜・祝日を除く

【縦覧場所】栃木県都市計画課、真岡土木事務所企
画調査課、真岡市都市計画課
　都市計画の案についてご意見のある方は、住所・
氏名・生年月日・職業・電話番号・ご意見の趣旨お
よび理由を書いた意見書を縦覧期間中に上記縦覧場
所まで提出ください。意見書の要旨は栃木県都市計
画審議会に提出されます。
【問い合わせ】都市計画課計画係 ☎ 83-8152
　栃木県都市計画課　☎ 028-623-2465
　真岡土木事務所企画調査課　☎ 83-8304

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
【とき】11月19日（木）　【ところ】にのみや商工会
【内容】●午前 10時 30分～正午：就職応援セミナー
●午後 1時～ 4時：総合相談　キャリアカウン
セリング

【申し込み】全て予約制です。11月18日（水）までに、
商工観光課へ電話で申し込みください。
 【申し込み・問い合わせ】
　商工観光課勤労者係　☎ 83-8134　
　栃木県宇都宮労政事務所　☎ 028-626-3053

忘れずに受けましょう忘れずに受けましょう

後期高齢者健康診査施設健診後期高齢者健康診査施設健診
　後期高齢者健康診査施設健診は、75歳以上の方
（年度内に 75 歳になる方、介護認定を受けている
方を除く）を対象とした市内指定医療機関で個別に
受診する基本健康診査です。
　今年度中に、総合福祉保健センターや各地区の改
善センター等での集団健診で、後期高齢者健康診査
を受診された方は、この後期高齢者健康診査を受診
する必要はありません。
　受診を希望される方は、郵送されている「後期高齢
者健康診査【受診票】」に住所・氏名・生年月日・電話
番号、問診部分を記入のうえ、「受診券」と一緒に市内
の指定医療機関の窓口に提出し受診してください。
【実施期間】11月30日（月）まで　【健診費用】無料
【対象者】昭和 15年４月１日以前に生まれた方
【問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

フォン、デジタルカメラ、ゲーム機など
を回収します。お持ちいただいた方に粗
品プレゼント！
【ところ】市民会館南側芝生広場

・使用済小型家電回収イベント
　不要なパソコン、携帯電話、スマート


