
【笑顔撮影会】◆8月6日（土）①午前9時～正午 
　②午後1時～4時　◆市公民館第7会議室
　※当日は受付順に撮影開始
【ラッピング会】◆8月27日（土）午前10時から
　◆真岡鐵道真岡駅構内　※実際に車両に笑顔写真貼付
【募集人数】先着 80人
【募集期限】8月 3日（水）午後 5時まで
【申込方法】①電話受付（午前 8時 30分～午後 5時）
　② FAX・Eメール（住所、代表者氏名、電話番号、
　メールアドレス、参加者氏名、参加者年齢、撮影
　会希望枠を明記）
【ラッピング期間】平成28年 9月上旬～11月末予定
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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【7月 25日（月）～7月31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「ごみの
資源化・減量化」、広報もおか TV「わが家の天
使たち、今月の一冊（7月号）ほか」など、も
おかインフォ「ごみの減量」「コラボーレもおか」
◆いちごショートケーキ「西田井祇園祭」
◆コットンタイム「中村夏祭り」
※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

国民年金保険料納付相談会開催国民年金保険料納付相談会開催
　年金事務所の職員が、国民年金保険料の納付相談
にお答えします。
【とき】7月 29日（金）午前9時 30分～午後4時
【ところ】二宮コミュニティセンター 202 会議室
【問い合わせ】国保年金課国民年金係  ☎ 83-8593
　二宮支所福祉国保窓口係  ☎ 74-5004
　宇都宮東年金事務所  ☎ 028-683-3217

【問い合わせ】消費生活センター☎84-7830 （FAX兼） 

消費生活センター（青年女性会館内）
※花火大会が 25日（月）に延期になった場合は休館

図書館は 7/23（土）・25（月）休館

【問い合わせ】図書館☎ 84-6151 FAX83-6199 

『真岡の夏まつり花火大会』に伴う『真岡の夏まつり花火大会』に伴う周辺施設周辺施設のの臨時休診・休館臨時休診・休館
急患センターは7/23（土）・25（月）休診
　花火大会に伴い休診となりますが、下記の病院が対
応しますので、受診が必要な場合はご利用ください。

 診療時間18:30～21:30

コットベリー号の一部運休
　一部の停留所が、下記のとおり利用できなくなります。
■真岡病院：7/22（金）～ 7/24（日）の 7・8便
■総合福祉保健センター・真岡市役所：7/23（土）終日
■あくつ皮膚科前：7/22（金）～ 7/24（日）終日
■真岡郵便局、真岡駅東口、宮澤眼科クリニック前
　7/23（土）の 5～ 8便

【問い合わせ】企画課企画調整係 ☎83-8102  FAX 83-5896 
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【対応医療機関】真岡病院（荒町 3-45-16） 
 ☎ 0285-84-6311　※診療時間18:30～ 21:30

【問い合わせ】
　急患センター（芳賀地区救急医療センター）☎82-9910　
　芳賀地区広域行政事務組合☎82-9151 FAX82-9152 

第一子育て支援センター第一子育て支援センター
7/23（土）は午後 3時まで7/23（土）は午後 3時まで

　花火大会実施に伴い、次の通り閉館となります。
【閉館時間】7月 23日（土）午後 3時から
　※開館：7月 23日（土）午前 9時～午後 3時　
【問い合わせ】第一子育て支援センター
　☎ 84-1545（FAX 兼）

もおか人・夢・未来フェスタ2016もおか人・夢・未来フェスタ2016
イベント参加者募集イベント参加者募集

【とき】11月6日（日）午前9時30分～午後3時30分
【ところ】市民公園

■市民対抗もおかグルメグランプリ■
　地元食材を使った自慢のグルメを模擬店で販売
してください。グルメを食べた来場者が投票し、
得票数によってグランプリを決定します。
【対象】市内で活動している団体や事業者（飲食店
　を除く）　【募集期限】9月 8日（木）

■ブース出店者■
　グルメ、物販ブースや、団体・事業者等のＰＲ
ブース出店者を募集します。
【対象】市内在住または勤務の方・市内で活動して
　いる団体や事業者　【募集期限】9月 8日（木）

■ダンスパフォーマンスコンテスト■
会場内の特設ステージで開催するダンスコンテス
トです。ダンスのジャンルは問いません。
【対象】①～③の条件を全て満たすこと
　①メンバー全員が 18歳以下 ② 2人以上 10人
以下のダンスチーム ③主に真岡市内で活動して
いること、またはメンバーの 1人以上が真岡市
在住、出身、通勤・通学していること　

【募集期限】9月 21日（水）

・出店料・参加料は全て無料です。
・イベント内容や応募方法の詳細については、市ホー 
  ムページをご覧になるか、下記までお問い合わせください。

【申し込み・問い合わせ】
　もおか人・夢・未来フェスタ実行委員会事務局
　（企画課企画調整係）☎83-8102　FAX83-5896
　Ｅメール kikaku@city.moka.lg.jp

料金無料
秘密厳守 8 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   9日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   9日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※7/29（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 9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

2、9、23 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  2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

国民健康保険（75歳未満の方）国民健康保険（75歳未満の方）
限度額適用認定証の更新限度額適用認定証の更新

　国民健康保険に加入されている75歳未満の方で、
限度額適用認定証（医療機関に認定証を提示するこ
とで、窓口での支払いが所得に応じた自己負担限度
額までとなるもの）の交付を受けている方は、認定
証の有効期限が 7月 31日までとなっています。
　引き続き必要な場合は、更新の手続きをお願いします。
　なお、８月中に更新手続きをしていただくと、８
月１日からの適用となります。
【手続きに必要なもの】国民健康保険証・印鑑
【対象世帯】国民健康保険税完納世帯、70～ 75歳
　未満の方は市町村民税非課税世帯

市営墓地の公募市営墓地の公募
　墓地の返還に伴い、次のとおり公募します。
◆熊倉墓地
種別 区画数 永代使用料 管理手数料
第 1種 1区画 73,000 円 910 円／年
第 2種 ２区画 103,000 円 1,240 円／年

【申込資格】下記の条件を全て満たす方
　①市内に引き続き 6カ月以上住所を有する方
　②世帯全員が市税等を完納している方
　③遺骨を所有し、すぐに墓地を必要としている方
【申込期間】7月 25日（月）～ 8月 8日（月）　
　※土・日・祝日を除く
【申込方法】次の必要書類を添えて環境課に提出
　真岡市営墓地使用許可申請書、市税等完納証明　
（納税課に申請し、証明を受けてください）
　※書類は環境課に用意してあります。
【その他】申し込み多数の場合は、8月 19日（金）
　午前 10時から抽選会を行います。申し込みされ
　た方には、別途通知します。
【申し込み・問い合わせ】
　環境課環境保全係  ☎ 83-8125  FAX 83-5896

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●指導員　2人
【勤務場所】子育て支援センター
【応募条件】保育士、看護師、幼稚園教諭のいずれか
の資格をお持ちの方

【勤務日】週 2～ 3日（週 20 時間程度・土日勤務
の場合もあります）

【勤務時間】午前8時45分～午後5時15分
【賃金】時給 900円
【手当て等】通勤手当(2km以上該当、上限3,550円)
●保育士　7人
【勤務場所】市内保育所
【応募条件】保育士の資格をお持ちの方
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
【賃金】日額 7,830 円
【手当等】通勤手当 (2km以上該当、上限 7,100 円 )
　健康保険・厚生年金・雇用保険加入
●共通事項
【勤務期間】平成28年8月1日～平成29年3月31日
　更新の可能性あり　※試用期間 14日間
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前
にご連絡の上、下記へ本人が直接提出してください。
　※保育士等の方は資格証も添えてお申し込みください。
【選考方法】面接（随時）
【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課人事給与係
　☎ 83-8099　FAX82-1065

後期高齢者医療被保険者証の更新
8月8月からから新しい保険証新しい保険証になりますになります
　現在お使いの保険証の有効期限は、7月31日までです。
8月から使用する新しい保険証は、7月下旬に郵送します。
※保険料の未納がある方は、別の取り扱いとなります。

平成28年度限度額適用・標準負担額減額認定証
　世帯の全員が住民税非課税の場合は、診療を受け
る際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医
療機関に提示することで、医療費の支払いが一定額
となります。該当する方は、下記にて申請してくだ
さい。適用は申請された月の初日からとなります。
　なお、過去に認定証の交付を受けたことがあり、
平成 28年度も該当する方は、新しい認定証を保険
証に同封して送付しますので、申請は不要です。
 【問い合わせ】国保年金課高齢者医療係 ☎ 83-8593

8月8月からから新しい高齢者受給者証新しい高齢者受給者証ですです
　現在お使いの受給者証は、7月31日までです。8月
から使用する新しい受給者証は、7月下旬に郵送します。

真岡鐵道気動車ラッピング第３弾
『モオカスマイル列車』参加者募集中『モオカスマイル列車』参加者募集中

【申し込み・問い合わせ】企画課総合戦略推進係
　☎ 81-6947 FAX83-5896
　E ﾒｰﾙ kikaku@city.moka.lg.jp

【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎ 83-8123 FAX 83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係☎ 74-5004

※二宮図書館・市公民館真岡西分館図書室は開館

　市では、シティプロモーショ
ンの一環として、子どもたちに地
元愛を育んでもらうことを目的
に、自分たちで笑顔写真を直接車
両に貼り付け、列車を笑顔でいっ
ぱいにする「モオカスマイル列車」
を企画しています。以下のとお
り参加者を募集します。
【応募条件】市内在住の方で趣旨
　に賛同し、笑顔写真撮影会お
よびラッピング会に参加でき
る小学以下の方

▲第1弾ラッピング列車▲第1弾ラッピング列車

▲第 3弾イメージ図▲第 3弾イメージ図


