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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【8月 1日（月）～8月7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「熱中症
対策」、広報もおかTV「今月の表紙、市政ニュー
ス（8月号）ほか」など、もおかインフォ「真
岡の文化遺産発信事業」「ゆるキャラグランプ
リ２０１６」
◆いちごショートケーキ「上谷貝祇園祭」
◆コットンタイム「久下田祇園祭」
※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

飼うためのルールを守ってい飼うためのルールを守ってい
ますか？ますか？きちんと愛情と責任をもって！きちんと愛情と責任をもって！
　犬や猫に関する苦情が多数寄せられています。
飼い主さんの心掛け次第で改善できる苦情がほと
んどです。飼い主の皆さんは責任をもって、ルー
ルを守って飼いましょう。
犬を飼うためのルール
①放し飼いは禁止されています。
　(散歩時や夜間も同様 )
②散歩のときのフンは必ず持ち帰りましょう。
③生後 91日以上の犬は登録 (生涯 1回 ) と狂犬病
　予防注射 (毎年 1回 )が義務付けられています。
④犬が人を噛んだときは、栃木県動物愛護指導セ
　ンターへの届け出が必要です。
猫を飼うためのルール
①名札などで身元を表示しましょう。
②屋内での飼育に努めましょう。
③不妊手術をしましょう。
④餌だけを無責任にあげるのはやめましょう。
　(近所への迷惑を引き起こす原因となります )
【問い合わせ】
　栃木県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458
　環境課環境保全係☎ 83-8125

≪8月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

18日
（木）   9:30 ～ 16:30 真岡ライオンズクラブ

(ザ・ビッグエクストラ真岡店)
24日
（水）   9:30 ～ 16:30 真岡青年会議所

(ザ・ビッグエクストラ真岡店)

29日
（月）   9:30 ～ 16:30

県東健康福祉センター
栃木県芳賀庁舎

栃木県真岡土木事務所
県東環境森林事務所

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX 83-8619

8月１日からの8月１日からの
マイナンバーカードの交付マイナンバーカードの交付
　「マイナンバーカード（個人番号カード）」を申請
された皆さまには、交付が遅れ、ご心配とご迷惑を
おかけして、誠に申し訳ありません。
　8月 1日からは、「マイナンバーカード」の交付は、
下記のとおりとします。
　「マイナンバーカード」の交付は、準備が整い次第、
順次、市民課から「交付通知書」をはがきで送付し
ます。交付通知書が届きましたら、はがきに記載さ
れた持ち物を持参の上、ご来庁ください。
【受付時間】（マイナンバーカード交付日時）
　月・火・木曜日：午前 8時 30分～午後 5時 15分
　水・金曜日：午前 8時 30分～午後 7時
※第１・第３日曜日の休日窓口は受付できません。

【申し込み・問い合わせ】
　市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514

毎月勤労統計調査特別調査毎月勤労統計調査特別調査
ににご協力ご協力くださいください

　厚生労働省では、本年７月３１日現在で、常用雇
用者を１～４人雇用している事業所を対象に、毎月
勤労統計調査特別調査を実施します。
　この調査は、１～４人の常用雇用者を雇用する小
規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態
について全国及び都道府県別に明らかにすることを
目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の
実態を示す資料として最低賃金の改訂審議等に使用
されています。
　調査対象となる事業所には、８月から９月にかけ
て統計調査員が訪問し、調査事項についてお伺いし
て調査票を作成いたします。
　調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳し
く秘密が守られます。また、統計以外の目的に用い
ることも固く禁じられています。
　ご多忙のこととは存じますが、調査の重要性をご
理解いただき、調査にご回答いただきますようお願
いします。

 【問い合わせ】
　栃木県統計課人口労働統計担当 ☎028-623-2246
　企画課統計係 ☎ 83-8109　FAX83-5896

地域での家庭教育支援者をめざす地域での家庭教育支援者をめざす
家庭教育オピニオンリーダー研修家庭教育オピニオンリーダー研修

受講者募集受講者募集
【とき】8/25（木）、9/14（水）、10/3（月）、10/28（金）、
　11/18（金）、2/17（金）※最終日は希望研修
　他２回（10/3（月） ～ 11/17（木） の間で日程
　は各地区により異なる）
　研修時間：午前 10 時～午後 2時 30分
【ところ】栃木県総合教育センター 他
【対象】家庭教育支援に関する活動に意欲のある方
【応募方法】8 月 4 日（木）までに下記へ電話で申し
　込み（午前8 時 30分～午後5 時 15 分）
【その他】研修修了者には交通費の一部補助あり。
　研修修了後は家庭教育オピニオンリーダーとし
　て活躍できます。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎82-7151　FAX83-4070（日曜・祝日を除く）

節水にご協力ください節水にご協力ください
　この冬の記録的少雪と５月からの少雨による影響
で、鬼怒川水系では6月16日から10％の取水制限
が行われています。市の上水道では、一部鬼怒川よ
り取水した県水を使用しておりますが、今のところ
日常生活への影響はありません。
　しかし、今後も雨が少なければ厳しい渇水となる
ことも予想されるため、市民・各事業所の皆さまに
は節水を心掛けていただきますようお願いします。
【申し込み・問い合わせ】水道課庶務係
　☎ 83-8167　FAX84-7512

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
高田まちガイドツアー高田まちガイドツアー

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、8月 1日（月）高田まち開催に合わせて、ガイ
ドを実施します。
【とき】8月1日（月）午前10時～午後3時（随時受付）
【受付場所】高田山専修寺駐車場（テントにて受付）
【参加料】無料
【参加方法】事前予約または当日申し込み

とちぎのまつり百選とちぎのまつり百選
高田まち開催高田まち開催

【とき】8月 1日（月）午前 9時～午後 11時
          8 月 2日（火）午前 9時～正午
【ところ】高田山専修寺（真岡市高田 1482）
【内容】初盆供養、追悼法要、夜店、尊徳太鼓によ
　る演奏、横笛演奏
【問い合わせ】
　高田山専修寺　☎ 75-0103 FAX75-0163　
　商工観光課観光係　☎ 83-8135 FAX83-0199

高齢者高齢者のの熱中症熱中症にに注意！注意！

≪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。
環境省熱中症予防情報サイトhttp://www.wbgt.env.go.jp/
【問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎83-8132　FAX 83-6335

　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の衰えや、汗
をかきにくいなど、熱中症発症の恐れ
が高くなるので、注意が必要です。

【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】7日（日）、21日（日）
　午前 11時から 
【参加料】無料
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】6日（土）、20日（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】11日（木） 、25日（木）午前9時 30分から
【参加料】実費負担

 8 月 8 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

国民健康保険からのお知らせ国民健康保険からのお知らせ
限度額適用認定証について限度額適用認定証について
　国民健康保険に加入している 69歳以下の方、70
歳から 74 歳の市民税非課税世帯の方は、「限度額
適用認定証」を医療機関の窓口に提示することによ
り、医療機関に支払う自己負担額（保険診療外の費
用や食事代等を除く）が一定の額（自己負担限度額）
までとなります。
　入院などにより、高額医療費が予想されるときは
限度額適用認定証をぜひご利用ください。

【問い合わせ】
　国保年金課国民健康保険係　☎83-8123  FAX83-6205

【手続きに必要なもの】認定証が必要な方の国民健  
　康保険証、印鑑
【認定証の交付要件】国民健康保険税完納世帯

◆自己負担限度額…所得要件により区分されます
ので、詳しくは、「暮らしの便利帳2016」の55ペー
ジまたは、保険証の更新時にお送りしています「わ
たしたちの国民健康保険」をご覧ください。
◆限度額適用認定証の有効期限…申請した月の初
　日から毎年７月末日までです。引き続き必要な
　方は、再度申請してください。

もおかぴょんを応援しよう！もおかぴょんを応援しよう！

【投票期間】10月 24日（月）まで
【投票方法】
　①パソコン、スマートフォン、
　　タブレット等の各端末から公式サイトにアクセス
　② ID（メールアドレス）を登録（※初回のみ）
　③発行された IDでログインして投票
     （※毎日 1回投票できます）
【ID（メールアドレス）登録の流れ】
　① entry@vote.yurugp.jp へ空メールを送る。
　②返信メールに記載されたURLにアクセスし
　　パスワードを登録する。
　③完了すると ID登録完了画面に移動します。

【問い合わせ】企画課企画調整係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

　ゆるキャラグランプリ 2016 に
イメージキャラクター「もおかぴょ
ん」がエントリーしました。
　もおかぴょんに投票し、皆さん
のパワーで真岡市を元気いっぱい
にしましょう。

■ゆるキャラグランプリ 2016
　公式サイト
 　http://www.yurugp.jp/

▼公式サイト


