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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【5月 30日（月）～6月5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「水道週
間」、広報もおかTV「今月の表紙（6月号）ほか」
など、もおかインフォ「久保記念観光文化交流
館の愛称投票」「総合戦略推進係」
◆いちごショートケーキ「グラウンドゴルフ真岡
市大会」「栃木県ダンススポーツ連盟芳賀支部
チャリティダンスパーティー」
◆コットンタイム「高円宮賜杯第36回全日本学童
軟式野球大会」「真岡市民交響楽団定期演奏会」
※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

【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】
　社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943 FAX83-8554

第 33 回真岡井頭マラソン大会第 33 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 2日（日）に開催する、「第 33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】1枠：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 2,500 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

第第333 回3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 2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（水）～ 8月 8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）

料金無料
秘密厳守 6 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   14日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   14日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※6/3（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 14日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

7・14・21・28 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  7日（火）  9:30 ～11:30
【人権相談の問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
【とき】6月15日（水）午後1時30分から
【ところ】総合福祉保健センター　ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】除草・草刈り、植木剪定、屋内外清掃、
　家事援助など
【その他】入会書類がありますので、6 月 14 日（火）
　までに下記へお越しください。

  悪質悪質なな点検商法点検商法ににご注意！ご注意！
　格安の排水管清掃や、無料の耐震診断、屋根点検な
どのサービスを提供し、点検作業後に「排水管が汚れ
ている。詰まったら大変だ」「今日中に契約すれば安く
する」などと言って消費者の不安をあおり、高額な工
事などを勧める「点検商法」の相談が増えています。
【被害に遭わないために】
　①突然の訪問者は玄関に入れない
　②頼んでもいない「点検」はしない
　③必要なければきっぱり断る
　④訪問販売の契約は８日以内ならクーリング・オフ可能
【問い合わせ】市消費生活センター ☎ 84-7830

市健康増進施設 井頭温泉市健康増進施設 井頭温泉  
6/13 ～ 6/30　臨時休館6/13 ～ 6/30　臨時休館

　下記の期間に改修工事を予定しています。期間中下記の期間に改修工事を予定しています。期間中
は全館休館となりますので、ご理解をお願いします。は全館休館となりますので、ご理解をお願いします。
【休館日】6月 13日（月）～ 6月 30日（木）【休館日】6月 13日（月）～ 6月 30日（木）
【問い合わせ】
　井頭温泉　☎ 83-8822
　健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946  FAX83-8619

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

　真岡もめんの着物を着付けてもらって、門前まち
あるきをしてみませんか。
【とき】6月 12日（日）
【申し込み】開催前日まで受け付けします。
【その他】詳しくは観光協会ホームページをご覧ください。

平成 28 年度 第 1 回平成 28 年度 第 1 回
真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集

【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694 FAX83-6240

【受付期限】6月 3日（金）～ 17日（金）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分
【募集部屋】

住宅名 間取り 戸数 内、優先部屋
三ノ宮市営住宅    2DK 6戸 3戸
東郷市営住宅    3LDK 6戸 1戸
さくら市営住宅    2DK 1戸 なし
※優先部屋の対象となる世帯は、ひとり親世帯、
犯罪被害者世帯、多数回落選世帯、障がい者世帯、
高齢者世帯です。

【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類を添えて下記へ申し込みください。
　※応募多数の場合は抽選となります。

【ところ】久保記念観光文化交流館内 観光まちづくりセンター
まちづくりセンター

■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】19日（日）午前 11時～
【入場料】無料
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】2日（木）、16日（木）午前 10時～
【入場料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】4日（土）、18日（土）午後 2時～
【入場料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】9日（木） 、23日（木）午前 9時 30分～
【入場料】1,500 円

 6 月 6 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

上大田和地区上大田和地区
土砂災害防災避難訓練実施土砂災害防災避難訓練実施
　上大田和地区土砂災害防災避難訓練の実施に伴
い、防災行政無線を使用した訓練放送を実施します。
　放送内容は、全て訓練ですのでご注意ください。
【とき】6月5日（日）午前9時、9時 10分　計２回
【放送箇所】上大田和地区周辺（５箇所）
※前日の午後７時に、訓練実施の旨の防災無線放送
※中止の場合、当日の午前 7時 30 分に、中止の
旨の防災無線放送

【問い合わせ】
　安全安心課消防防災係 ☎83-8396　FAX83-8392

ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡
ウォーキングマップ第2弾ウォーキングマップ第2弾
　昨年 9月から 12月の期間で実施
した「ちゃれんじ６０　歩こうか
真岡」にご参加いただいた方々の
『ウォーキングお勧めコース』を参
考に、ちゃれんじ６０ ウォーキン
グマップ第２弾を作成しました。
　下記窓口のほか、まちなか保健
室や市役所案内、市公民館、各地
区の改善センターなどに配置して
います。日頃の健康づくりやレクリエーションなど
に広くご活用ください。
【問い合わせ】
　健康増進成人健康係 ☎ 83-8122　FAX83-8619

市議会 ≪6 月市議会 ≪6 月のの日程≫日程≫
5月 30日（月）議会運営委員会 10：00～

6月

6日（月）議場コンサート　9：10～開会 10：00～
13日（月）質疑・一般質問 10：00～
14日（火）質疑・一般質問 10：00～
15日（水）質疑・一般質問（予備日）10：00～

16日（木）常任委員会（民生文教・産業建設）10：00～
17日（金）常任委員会（総務）10：00～
21日（火）閉会10：00～

議場コンサート議場コンサートをを開催開催
　市議会では、議場でコンサートを開催します。
【とき】6月6日（月）午前9時10分～9時40分
　（受付：午前 8時 40分から）
【ところ】市役所　市議会議場
【内容】4人組「風のハーモニー」
　によるケーナ（縦笛）　の演奏
【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176 FAX83-8714


