
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【9月 5日（月）～9月11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「災害に
対する備え～地域防災～」、広報もおか TV「あ
の日あのころ（9月号）ほか」など、もおかイ
ンフォ「真岡市の保育施設と子育て支援策の紹
介、平成 29年度の入園児募集開始」
◆いちごショートケーキ「地子連球技大会」
◆コットンタイム「RIS FES A-PRIDE」
※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
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結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レント（胸部レント
ゲン検診）ゲン検診）をを受診しましょう！受診しましょう！
【対象】40歳以上の方（昭和52年4月1日以前生まれ）
　で、年 1回の胸部レントゲン検診を受けていない方
　※次の方は対象から除きます。
①勤務先で受ける方 ②妊娠中やその可能性があ
る方 ③医療機関で受けた方 ④生活習慣病健診
（集団健診）で肺がん検診を受けた方

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよい日時・
　会場で受診してください。
【下表以外の実施日】
※詳しい時間と場所は後日WeeklyNews
　もおかでお知らせします。
【受診料】100円（かくたん検査希望の方は
　200円加算）　【検診結果】個別通知
【注意】ボタン・金属のついた肌着を身につけないでください。
≪次の会場は実施しませんので、別の会場をご利用ください≫≪次の会場は実施しませんので、別の会場をご利用ください≫
真岡工業団地総合管理協会（大谷台町）高間木公民館（上高間木）真岡工業団地総合管理協会（大谷台町）高間木公民館（上高間木）

と　き ところ

9/12
（月）

8:50‐   9:00 石川酒店（中）
9:25‐   9:45 粕田寺分公民館
10:10‐10:20 大沼公民館
10:45‐11:05 長田公民館
13:00‐13:20 柳林公民館
13:45‐14:05 中村保育所
14:30‐15:00 総合福祉保健センター

9/20
（火）

 8:50‐     9:10 歴史資料保存館
　9:35‐  9:55 三谷公民館（二宮地区）
10:20‐10:40 沖公民館
11:05‐11:25 東物井公民館
13:00‐13:10 大和田公民館
13:35‐13:55 横田公民館
14:20‐14:40 物部会館
15:05‐15:25 北鹿公民館

9/23
（金）

   9:20‐   9:50 青田北公民館
10:15‐ 10:45 古山公民館
11:10‐11:30 上大曽公民館
13:00‐13:30 久下田小学校
13:45‐14:15 どんとこい広場

※レントゲン車が巡回します。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX83-8619

　　宝くじの収益金は、学校、図書館等の教育施設の宝くじの収益金は、学校、図書館等の教育施設の
整備をはじめ、道路、橋りょう、公園、社会福祉施整備をはじめ、道路、橋りょう、公園、社会福祉施
設等の建設改修など、皆さまの日常生活に役立つよ設等の建設改修など、皆さまの日常生活に役立つよ
うに使われています。うに使われています。
　今年度も宝くじの普及広報活動の一環として、　今年度も宝くじの普及広報活動の一環として、
（財）自治総合センターのコミュニティ助成事業に（財）自治総合センターのコミュニティ助成事業に
より宝くじの助成金で購入した備より宝くじの助成金で購入した備
品が、大内地区の地域公民館 17品が、大内地区の地域公民館 17
カ所に整備されました。カ所に整備されました。
　地域でのコミュニティ活動のま　地域でのコミュニティ活動のま
すますの活性化が期待されます。すますの活性化が期待されます。
【問い合わせ】大内地区地域公民館連絡協議会 　
　☎ 82-2704　FAX83-6147

宝くじの助成で宝くじの助成で
地域活動がますます盛んに！地域活動がますます盛んに！

　計量法の規定に基づき、水道メーターの交換を行います。
【期間】9月 16日（金）～ 10月 6日（木）
【対象】該当するお客さまには、個別に登録されて    
いる住所へ通知します。

【その他】なお、交換は市指定給水装置工事事業者が、   
該当となるお宅に直接伺います。
※費用は無料ですが、水道メーターの交換中は、約
　10分間程度水道が使えなくなります。
※留守の場合でも交換することがあります
　のでご了承ください。
●メーター交換は無料です。交換業者を
　装った悪質な訪問販売にはご注意ください。
●交換業者は、市で発行した証明証を提示します。
●交換および検針に支障をきたしますので、メーター
　ボックスの上に物を置いたり、近くに犬などをつ
　ながないようお願いします。

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします

換中

す

い。

【問い合わせ】
　水道課庶務係 ☎ 83-8167 FAX84-7512

社会生活基本調査社会生活基本調査にに
ご協力ご協力くださいください

　総務省統計局（栃木県）では、10月 20日現在で
社会生活基本調査を実施します。
　この調査は、国民の生活時間の配分や余暇時間に
おける主な活動の状況などについて調査し、仕事と
生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進、
少子高齢化対策などの政策に必要な基礎資料を得る
ことを目的としています。
　選定された調査区には9月に調査員が全世帯にお
知らせを配布し、10月上旬から中旬にかけて調査を
お願いする世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理
解いただき、ご回答をお願いいたします。
【調査対象】　統計理論に基づき無作為に選ばれた全
国の８万８千世帯で、その世帯に普段住んでいる
10歳以上の世帯員約20万人

※なお、調査票の内容は統計法に基づき厳重に秘密が
　守られ、統計の目的以外には一切使用されません。
 【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

第47回真岡市駅伝競走大会第47回真岡市駅伝競走大会
参加チーム募集参加チーム募集

【とき】11月 13日（日）　※雨天決行
　スタート：午前 9時 30分
【コース】真岡市総合運動公園陸上競技場を発着およ
　び中継所とする周回コース：６区間、総距離17㎞
　１区・３区・５区：3.07 ㎞
　２区・４区：2.44 ㎞
　６区：2.91 ㎞
【部門】①中学男子の部 ②一般の部 ③女子の部
【参加料】5,000 円（中学生チームは除く）
　※参加料は監督者会議時に納入してください。
【申込方法】10月21日（金）までに参加申込書（総
　合体育館に用意）を記入の上、下記へ持参または
　FAXで申し込みください。
　※参加条件等詳細については、下記まで問い合わ
　　せください。
【問い合わせ】真岡市総合体育館内体育協会事務局
　☎84-2811　FAX84-6258（平日8:30～17:00）

 クマに出合ってしまったら クマに出合ってしまったら
　クマと人がばったり出合って
しまうと、クマが人を襲うこと
があります。
　真岡市はクマの生息地では
ありませんが、紅葉狩りなどで
クマの生息する地域へ出かける
際には、音が出るもの（鈴やラジオ）を携帯するな
どして、クマと出合わないように気を付けましょう。
　もし出合ってしまったときは、クマに背を向けず
に、静かにゆっくり後退してクマから離れてください。
【問い合わせ】
　栃木県自然環境課　☎028-623-3261
　農政課農政係　☎83-8137　FAX 83-6208

～空き家を登録・利用しませんか～～空き家を登録・利用しませんか～
真岡市空き家バンク真岡市空き家バンク

　『空き家バンク』とは、真岡市内の空き家の売却や
賃貸を希望する所有者から申し込みを受け、空き家
の情報を市のホームページに掲載し、本市に移住や
定住を希望している方、住み替えを希望する方に、
空き家の情報提供や連絡調整などを行う制度です。
　契約交渉は、栃木県宅地建物取引業協会と市の協
定により、宅建業者が行います。
【空き家物件の募集】９月１日（木）から
【空き家情報の提供】９月下旬に開設予定の空き家
　バンクホームページにて提供
※リフォーム工事補助…空き家バンクにより契約に至った
　物件の貸主・売主、または借主・買主に対し、50万円
　を限度に対象工事費の２分の１以内を補助します。
 【問い合わせ】
　建設課建築係　☎ 83-8150　FAX83-6240

出会い・結婚応援事業出会い・結婚応援事業

牛牛
う し く ぼう し く ぼ

窪窪  恵恵
めぐみめぐみ

氏 講演会氏 講演会
　申し込み不要！

どなたでも参加できます！
【とき】10月 7日（金）
　午後 6 時から
【ところ】市民会館 大ホール
【演題】「イマドキ男女の恋愛・
結婚観とは？～家族にできる
こと～」

【講師】世代・トレンド評論家 /
　インフィニティ代表取締役　牛窪恵 氏
【入場料】無料　
【主催】真岡市
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234 

夜間・休日の診療は夜間・休日の診療は
急患センターのご利用を急患センターのご利用を
　夜間・休日に診療を受ける場合、入院・手術の必
要がない軽症（1次救急）の方は、急患センターを
利用しましょう。
　急患センターで受診され、入院や手術が必要と疑
われる場合は、優先的に2次・3次救急医療機関と
連携して速やかに対応しますので、ご安心ください。
　芳賀赤十字病院は、2次救急医療です。夜間・休
日は、原則として1次救急の患者さんをお断りして
いますので、ご注意ください。
1次救急 入院や手術の必要がない場合 急患センター
2 次救急 入院や手術が必要な場合 芳賀赤十字病院

3次救急 特に症状が重い場合 自治医大、
獨協医大　等

急患センター（芳賀地区救急医療センター）
【所在地】真岡市田町1246-1（芳賀郡医師会館内）
【診療科目】小児科・内科
【診療時間】①休日（日・祝日・年末年始）9:00～正午
　13:00 ～ 17:00  ②休日夜間 18:00 ～ 21:00 
　③平日夜間（月～土）18:30 ～ 21:30
 【問い合わせ】
　急患センター　☎ 0285-82-9910
　芳賀地区広域行政事務組合　
　　☎ 82-9151  FAX82-9152

9 月 6 日9 月 6 日
キューロクキューロクのの日プレゼンツ日プレゼンツ

こどもキューロク体験教室こどもキューロク体験教室
　キューロクの仕組みについて説明します。運転
席、助手席に座っての記念撮影のほか、運転席のハ
ンドルを直接触る体験もできます。
【開催時間】① 11:00 ～ 11:40 ② 15:40 ～ 16:20
【対象】小学生以下　各回先着 20人
【参加料】無料
【申込方法】当日キューロク館事務所で受付

車 掌 車 連 結 走 行車 掌 車 連 結 走 行
【開催時間】① 10:35 ～ ② 12:05 ～ ③ 14:35 ～
【料金】小学生以下…無料、中学生以上…300円
【問い合わせ】SLキューロク館  ☎83-9600（FAX兼）

　キューロク感謝デーとし
て、多くの子どもたちに楽
しんでもらえるイベントを
開催します。
【とき】9月 4日（日）
　午前10時～午後6時
【ところ】ＳＬキューロク館


