
         無人ヘリコプターによる
  麦病害虫防除の実施
【散布期間】
　真岡地区：4月 19日（火）～ 5月 31日（火）
　二宮地区：4月 17日（日）～ 5月 31日（火）
※いずれも午前5時～正午、天候、出穂の条件によ
　り散布日時の変更あり。　
【対象】二条・六条大麦、小麦
【使用農薬】トップジンMゾル（殺菌剤）8倍希釈
【問い合わせ】JA真岡地区営農センター ☎ 83-3311
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4111
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【5 月 9日（月）～ 5月 15日（日）放送内容予定】
◆ほっとステーションもおか
　トピックニュース、ようこそ市長室へ「もおかテ
レビデータ放送リニューアル」、広報もおかTV「あ
の日あのころ（5月号）ほか」など、もおかインフォ
「熊本地震災害義援金」「真岡いちごまつり」
◆いちごショートケーキ「SL キューロク館アニ
バーサリー」◆コットンタイム「第 37 回真岡
市春季学童野球大会【準決勝・決勝】」※都合
により番組内容や放送時間が変更になる場合が
あります。電子番組表でご確認ください。

※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施設
への加入が必要となります。視聴の申し込みは、
宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎028-638-8092）

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

市税・水道料市税・水道料などなど一斉納税指導  一斉納税指導    
  休日、夜間を含め、市職員が該当者宅を訪問し、
納税・納入指導を行ないます。
【対象】市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税）、国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、
水道・下水道使用料

 ※訪問する職員は顔写真付きの「真岡市職員証」
を携帯しています。

　《夜間》毎週水・金曜日 午後 5時 15 分～ 7時
　《日曜日開庁》毎月第 1・3日曜日 
　　午前 8時 30 分～正午
　《その他》5月 14 日（土）・15 日（日）
　　午前 8時 30 分～午後 3時

夜間・休日収納窓口

　市税のほかに次の使用料は、納付書を持参した場
合納付可能です。
保育料、市営墓地管理手数料、家庭雑排水処理
手数料、市営住宅使用料、水道・下水道使用料
【問い合わせ】納税課納税推進係
　☎ 83-8489 FAX83-6205

   4 月 1 日から   4 月 1 日から
  高齢者運転免許証高齢者運転免許証
    自主返納支援事業自主返納支援事業

【支援の対象者】
　●有効期限内の運転免許証を自主返納した時に、
　　満65歳以上で市内に住所を有している方
　●平成28年４月１日以降にすべての運転免許証
　　を返納し、返納日から１年以内に申請した方
【支援制度の利用手順】
　①真岡警察署、または運転免許センターで運
　　転免許証の返納を申請
　②返納後に、「申請による運転免許の取消通知
　　書」または、「運転経歴証明書」の写しを添
　　えて、下記窓口へ申し込み
　③交付決定後、支援の対象者に無料乗車券を交付
　※利用の際には必ず、無料乗車券を運転手に提示
 【問い合わせ】安全安心課 交通安全係
　☎ 83-8110 FAX83-8392

　運転免許証を自主返納した高齢者の支援とし
て、デマンドタクシー（いちごタクシー）とコ
ミュニティバス（コットベリー号）の共通の無
料乗車券（期間は１年間）を交付します。

5 月15 日（日）

真岡
地区

8:30 ～ 9:20 県東健康福祉センター
8:30 ～ 9:00 大田山公民館
9:30 ～10:00 別雷神社（西郷）
9:20 ～10:10 亀山公民館
10:10～10:40 西の台公園
10:30～11:00 城山公園
11:00～11:40 東郷公民館
11:10～11:30 田町第 4公民館

山前
地区

8:30 ～ 9:10 西田井駅前
9:20 ～ 9:50 西田井谷中公民館
10:10～10:40 根本青谷農産物加工所
11:00～11:30 南高岡公民館

中村
地区

13:00～13:20 なかむら珠算塾（長田）
13:00～13:20 若旅公民館
13:00～13:20 勝瓜公園内東側
13:30～14:10 中村農村環境改善センター
13:30～13:50 三ツ谷公民館
13:30～14:10 長田公民館
14:20～14:50 北中農村研修センター
14:00～14:50 寺内駅前公民館
14:20～14:50 大沼公民館

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
　生後 91日以上の飼い犬は、生涯 1度の登録と年
1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられていま
す。また、狂犬病予防注射については、必ず 6 月
30 日までに接種してください。
【料金】新規登録（生涯1回）3,000円、注射 3,300円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）

5 月14 日（土）

大内
地区

8:30 ～ 8:50 下鷺谷公民館
8:30 ～ 9:00 田島公民館
9:00 ～  9:20 上鷺谷公民館
9:10 ～  9:40 原町公民館
9:30 ～10:10 下籠谷公民館
9:50 ～10:10 京泉第 1公民館
10:30～11:30 大内農業構造改善センター
10:20～10:50 赤羽下公民館
11:00～11:30 清水第 1公民館

山前
地区

8:30 ～ 8:50 島第三公民館
9:00 ～10:00 山前農村環境改善センター
10:20～10:50 東大島公民館
11:00～11:30 東沼新境公民館

真岡
地区

13:00～13:50 西真岡公園（スーパーオオタニ北側）
13:00～14:00 熊倉公園（なかむらこどもクリニック南側）
13:40～14:10 真岡駅東口
14:00～14:50 高勢中央公園
14:10～14:50 真岡工業団地総合管理協会
14:20～15:00 市役所前

中村
地区 13:00～13:30 中原動物病院前

【注意】今回受けられない場合は、個別に動物病院
　で接種してください。
　※個別注射料金は各病院へお問い合わせください。
【問い合わせ】環境課環境保全係☎83-8125 FAX83-5896

人・農地プラン人・農地プランのの更新更新
　地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」
の更新について、以下のとおり縦覧を実施します。
【期間】5月 9日（月）～ 20日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時（土日・祝日を除く）
【ところ】農政課（福祉産環部棟 2F）
【問い合わせ】農政課農政係 
　☎ 83-8137 FAX83-6208

市民推進活動センター市民推進活動センター
5/15（日）臨時休館5/15（日）臨時休館

　二宮コミュニティセンターが「真岡いちごまつり」
の会場となるため、市民活動推進センターは臨時休
館となります。
【休館日】5月 15日（日）終日
【問い合わせ】 安全安心課生活安全係
　☎ 83-8394 FAX83-8392

綿づくり体験参加者募集綿づくり体験参加者募集
　綿づくり体験は 3回シリーズとなり、種まきか
ら綿摘みまで一年を通して体験できます。真岡市の
花である「ワタ」を、この機会に育ててみてはいか
がでしょうか。
【とき】5月15日 (日 ) 午前 9時～正午
【ところ】真岡りす村ふれあいの里わた畑・真岡木綿会館
【対象】一般、小学生以上（小学生は保護者同伴）　
　先着 30 人
【内容】綿の種まきと機織り体験
【参加料】1,000円
【申し込み】電話受付（平日午前 10時～午後 4時）
【問い合わせ】真岡木綿会館（火曜休）☎83-2560

合同就職面接会参加企業合同就職面接会参加企業をを募集募集
　真岡市では、市内事業所における人材の確保と、
本市での就職を希望する新規学卒者および一般求職
者への支援として、下記のとおり合同就職面接会を
開催します。参加を希望される企業は、下記までお
問い合わせください。
【とき】７月８日（金）　午後 1時 30分～午後 4時
【ところ】フォーシーズン静風
【募集企業】40社
【対象】①市内に事業所がある企業

②真岡地区雇用協会会員企業
【対象者】平成 29 年 3月新規大学等卒業予定者お
よび既卒者（3年以内）、一般求職者（45歳未満
の若年者）

【締切】5月 13日（金）
　※申し込み多数の場合、会場設営の都合上先着順
【共催】ハローワーク真岡・真岡地区雇用協会
【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係
　 ☎ 83-8134  FAX83-0199

災害に対する家庭での災害に対する家庭での
備蓄は十分ですか？備蓄は十分ですか？

　災害はいつ発生するかわかりません。電気、ガス、
水道などが止まった場合に備え、飲料水や非常食な
どを備蓄しておきましょう。広域に被害の及ぶ巨大
地震では「1週間分以上」の備蓄が望ましいといわ
れています。
≪備蓄の例≫
【飲料水】1人 1日 3リットル目安
【非常食】非常食　調理せずに食べられるもの
　（アルファ米、乾パン、ビスケット、缶詰など）
【その他】常備薬、懐中電灯、ラジオ、生活必需品など
　※飲料水とは別にトイレを流したりする生活用水
　　も必要です。お風呂の水を日頃から張っておく
　　などしましょう。
【問い合わせ】 安全安心課消防防災係
　☎ 83-8396 FAX83-8392
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【問い合わせ】真岡市国際協力協会（安全安心課内）
　☎ 83-8719　FAX83-8392

外国人の相談専用電話外国人の相談専用電話
5 月から相談受付5 月から相談受付
☎ 0285-81-6941

【対応言語】※通訳が対応します。
　ポルトガル語・スペイン語：月曜日～金曜日
　　午前 9時～正午、午後 1時～午後 4時
　　英語（タガログ語含む）：月曜日のみ
　　午前 9時～正午、午後 1時～午後 4時

　Novo serviço de Consulta por telefone, 
　a partir do mês de maio！
　「M.I.A Consultas」 ☎ 0285-81-6941
　Horário de atendimento : De 2ª à 6 ª, Das 
　9:00 às 12:00　 Das 13:00 às 16:00

　Nuevo servicio de consultas telefónica 
　Desde el mes de mayo
　「M.I.A Consultas」 ☎ 0285-81-6941
　Interpretes en…
　Portugués y español: lunes a viernes de 
　9:00 a 12:00hrs y 
　de 13:00 a 16:00hrs

　Call M.I.A Consultation Desk at 
　☎ 0285-81-6941
　from May!
　(Monday only, 9:00-12:00・13：00-16：00) 
　English and Tagalog

農作業農作業でで道路道路をを汚さないように汚さないように
注意しましょう注意しましょう

　トラクター等の農機具を使用した農作業後に田や
畑から公道に出る際には、必ず泥を落としてから走
行するようにしましょう。


