
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【9月 12日（月）～9月18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「認知症
について～認知症カフェ～」、広報もおかTV「笑
顔をさがして（9月号）ほか」など、もおかイ
ンフォ「空き家バンク制度」「秋の交通安全県
民総ぐるみ運動」

◆いちごショートケーキ「真岡の灯ろう流し」「東
大島盆踊り」

◆コットンタイム「もおか木綿踊り」「第 32回民
話美寿々会『もおか』町おこし民話語り」

※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
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10月２日（日）
午前9時 50分～ 11時40分
赤線のコースの一部を規制します。

【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258

第 33回 真岡井頭マラソン大会に伴う第 33回 真岡井頭マラソン大会に伴う
交通規制交通規制ににご協力くださいご協力ください

防災情報＆もおかテレビ防災情報＆もおかテレビ
「データ放送スマホアプリ」配信中「データ放送スマホアプリ」配信中
　防災情報と、もおかテレビ番組情報
について、スマホアプリで配信中です。
　ＱＲコードからダウンロードして、
ぜひご利用ください。
　【内容】
　・防災行政無線の火災情報の配信
　・全国の避難所の検索、案内
　・市役所からのお知らせ
　・市政こよみ
　・もおかテレビ番組情報

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

▲Android版

▲iPhone版

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117
　納税課納税係 ☎ 83-8115

9月18日（日）休日窓口9月18日（日）休日窓口
一部業務停止について一部業務停止について

　住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）
のシステム更新が9月17日～19日に行われます。
　このため、9月18日の休日窓口は関連する住基シ
ステムを利用した一部の手続き（住民票、印鑑証明書
の発行、印鑑登録等、および納税窓口）が利用できま
せん。ご不便をおかけします。

　真岡市総合運動公園弓道場等の公共料金について審
議する委員を募集します。メンバーは公募委員のほか、
各種団体の代表者など15人以内で構成されます。
【公募委員数】3人程度
【任期】審議が終了するまで。審議会は、１・２回
　開催する予定です。
【応募条件】市内在住の 20歳以上の方で、10月 26
日（水）午前に開催する審議会に出席できる方

【応募方法】任意の用紙に、下記の必要事項を記入
して、持参、または郵送してください。FAX、Eメー
ルでも受け付けします。

　・応募の動機
　・氏名、年齢、性別、職業、住所、電話番号
【締切日】9月 23日（金）必着
　※選考結果は、１週間以内に応募者に通知します。

公共料金審議会公共料金審議会のの委員委員をを公募公募

【応募先・問い合わせ】
　〒321-4395真岡市荒町5191番地　真岡市役所
　総務課総務文書係　☎83-8106　FAX 82-1065
　Eメール soumu@city.moka.lg.jp

    9 月 18日（日）9月 18日（日）中村八幡宮流鏑馬開催中村八幡宮流鏑馬開催によりにより
 市内観光施設無料周遊シャトルバス 市内観光施設無料周遊シャトルバスをを運行！運行！
　どなたでも利用できる無料周遊バスを下記の 3 コースで運行します。時刻表などの詳細は
WeeklyNews9 月 16日号でお知らせします。

　　　　　あぐ里っ娘 14:35 発
　　　　　中村八幡宮 15:10 発【1号車】 　　　　　道の駅にのみや15:00発

　　　　　中村八幡宮 15:26 発【2号車】 　　　　　真岡りす村15:00発
　　　　　中村八幡宮 15:30 発【3号車】最終便最終便最終便

　【問い合わせ】商工観光課観光係 　☎ 83-8135 FAX 83-0199

★１号車の午前中については、会場からあぐ里っ娘への
　直通運転となります。
※無料周遊シャトルバスを3台運行します。各号車ごとに停留所が異なりますので、
　お帰りの際には、乗り間違えのないようご注意ください。

【例大祭日程】
9:00 生姜市
10:00 神馬参道行進・抜刀術大会
11:00 例大祭々礼
12:00 流鏑馬（やぶさめ）
13:00 太々神楽
13:30 神輿渡御・お囃子演奏

１号車 号車 周回運行周回運行 あぐ里っ娘あぐ里っ娘
南側駐車場

→
←
第二子育て支援センター
駐車場（大谷台町）

→
←

高勢町
第 2公民館

→
←
中村八幡宮
例大祭流鏑馬会場

２２号車 号車 周回運行周回運行
道の駅
にのみや

→
←
二宮コミュニティ
センター玄関前

→
← 寺内駅 →

←
中村八幡宮
例大祭流鏑馬会場

３号車 号車 周回運行周回運行
真岡りす村
ふれあいの里

→
← 木綿会館前 →

← 真岡駅（東口）
→
←

中村八幡宮
例大祭流鏑馬会場

9月17日（土）・18日（日）・19日（月）9月17日（土）・18日（日）・19日（月）
自動交付機自動交付機がが使えません使えません
　市民課前（市役所東玄関内）にある印鑑登録証明
書等の自動交付機が、住民基本台帳ネットワークシ
ステムの更新作業のため、上記期間終日使用するこ
とができません。ご不便をおかけします。

【問い合わせ】
　市民課窓口係 ☎ 83-8117　FAX83-8514

【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】戦没者およびご遺族の状況により異なり
ます。請求窓口にお問い合わせください。

【受付・問い合わせ】
　社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943 FAX83-8554

芳賀地区エコステーション芳賀地区エコステーション
　再生品の販売　再生品の販売
　芳賀地区エコステーションでは、資源の有効利用
とごみ減量化、リサイクルの意識向上のため、再生
品の提供事業を行います。
　これは、芳賀地区エコステーションに集められた
物（自転車、家具など）から、まだ使用できるもの
を選び、修繕後に再生品として販売する事業です。
【展示場所】芳賀地区エコステーション 
【申込方法】再生品をご希望の方は、申込受付期間中
　にご来所の上、申し込みください。（1人2点まで）
【申込期間】9月 12日（月）～ 9月 25日（日）
　　　　 　午前 9時～午後 4時
【申込資格】真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
　に在住の 18歳以上の方
【抽選日時】9月 28日（水）午後 1時 30分から
　※当選者には個別にご連絡します。
【引渡期間】10月 3日（月）～ 14日（金）
　午前 9時～午後 4時 (土・日曜日、祝日を除く )
【その他】申し込みの際の注意事項は、下記までお
　問い合わせください。
【問い合わせ】芳賀地区エコステーション
　（真岡市堀内 1839）☎ 0285-81-1244　

平成28年度 臨時福祉給付金等平成28年度 臨時福祉給付金等
申請受付開始申請受付開始

　支給を受けるには申請が必要となり、申請先は平成
28年1月1日時点で住民票がある市町村になります。
【支給額】一人につき 3,000 円
　（障害・遺族基礎年金受給者で高齢者向け給付金
の支給を受けていない方は 30,000 円加算）

【支給対象者】平成 28年度の市民税が非課税の方
　※課税者の被扶養者や生活保護受給者等は除く。
【受付期間】9月1日～平成29年1月31日（土日・祝日・
年末年始を除く）午前8時30分～午後４時30分

※必ず期間内に申請してください。期限後の申請は
お受けできません。

【申請方法】平成 28年 1月 1日時点で真岡市に住
民票があり支給要件を満たす方は、8月下旬に世
帯ごとに送られた「臨時福祉給付金申請書（請求
書）」をよく確認し、同書に必要書類を貼付、押
印のうえ、同封されている返信用封筒でご返送く
ださい。なお、支給要件を満たしているが世帯に
申請書が届いていないという方は下記申請受付窓
口までご連絡ください。

【受付会場】9月30日（金）まで：建設部棟１階会議室
　10月 3日（月）以降：本庁舎１階会議室
【問い合わせ】
　真岡市臨時福祉給付金申請受付窓口☎ 81-3500

婚活セミナー&パーティー婚活セミナー&パーティー
ほっとな真岡でステキな出会いほっとな真岡でステキな出会い

【とき】10月 22日（土）午後3 時～7時
【ところ】井頭温泉チャットパレス
【対象】25歳～ 40歳までの独身男女　各 20人
　※男性は市内在住勤務の方優先、女性は制限なし
【参加料】男性 3,000 円、女性 1,000 円（当日集金）
【申込期限】9月 30日（金）※当日消印有効　
参加申込書に記入の上、切り取って参加申込書に記入の上、切り取って郵送または下記窓郵送または下記窓
口への持参口への持参、FAX、FAX で受付します。参加申込書は、市で受付します。参加申込書は、市
のホームページからダウンロードできます。のホームページからダウンロードできます。

　コミュニケーションアドバイザーの
山﨑恵子氏を講師に迎え、「好感度を上げ
る自己紹介と自分の見せ方」と題したセミ
ナーを実施し、その後パーティーとなりま
す。素敵な出会いを見つけませんか。

【申し込み・問い合わせ】〒 321-4325 
　真岡市田町14番地 4 真岡市縁組センター事務局  
　出会い結婚サポートセンター
　　☎ 83-1234  FAX84-1545


