
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【10月 3日（月）～10月 9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「平成28
年第 4回市議会定例会報告」、広報もおかTV「今
月の表紙、市政ニュース（10月号）ほか」など
◆いちごショートケーキ「サン写真展・二宮写真
クラブ写真展」「ふるさと発見思い出づくり」
◆コットンタイム「第 35回吟詠詩舞発表会」
※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
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荒町本通り（歩行者天国8:30～16:00）
・機織り体験

天の織姫市（カラフルテント60店）
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本部前ステージ
・とちおとめ25ステージ
　10:30 ～
・ミスコットンコンテスト　
   11:00～（審査発表13:00～）
・北川かつみオンステージ　  
  12:10 ～

びわ市

荒町ポケット
パーク
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・ダンスコンテスト10:30～
・とちおとめ25ステージ12:30～

「無料周遊バス」運行！
【1号車】【1号車】二宮尊徳資料館前＝高田山専修寺＝山前分館（山二宮尊徳資料館前＝高田山専修寺＝山前分館（山
前改善センター）＝久保講堂南側砂利駐車場＝お祭り会場前改善センター）＝久保講堂南側砂利駐車場＝お祭り会場

【2号車】【2号車】中村分館（中村改善センター）＝高勢町第二公民館中村分館（中村改善センター）＝高勢町第二公民館
＝第二子育て支援センター駐車場（大谷台町）＝お祭り会場＝第二子育て支援センター駐車場（大谷台町）＝お祭り会場

【3号車】【3号車】どんとこい広場＝二宮コミュニティセンター玄どんとこい広場＝二宮コミュニティセンター玄
関前＝真岡駅（東口）＝お祭り会場関前＝真岡駅（東口）＝お祭り会場

【4号車】【4号車】あぐ里っ娘南側駐車場＝大内分館（大内改善センあぐ里っ娘南側駐車場＝大内分館（大内改善セン
ター）＝真岡りす村ふれあいの里西側駐車場＝お祭り会場ター）＝真岡りす村ふれあいの里西側駐車場＝お祭り会場
※時刻表など詳しくは、市ホームページをご確認ください。※時刻表など詳しくは、市ホームページをご確認ください。

バスに乗って
市内観光♪

  10 月 9 日 　      10 月 9 日 　    第 9回 もおか木綿ふれあい祭り第9回 もおか木綿ふれあい祭り（日）（日）
【開催時間】午前10時～午後3時（小雨決行）　【ところ】荒町本通り【開催時間】午前10時～午後3時（小雨決行）　【ところ】荒町本通り

【もおか木綿ふれあい祭り駐車場】真岡市役所本庁舎
Pおよび建設部棟P・久保講堂南側砂利P・真岡市
職員 P・真岡市公用車 P（法務局真岡支局東側）・
常陽銀行真岡支店P・栃木銀行真岡支店P

【緊急避難場所】臨時避難場所…真岡市附属体育館、
地震時避難場所…真岡小学校校庭

久保記念観光
文化交流館

商店会連合会
イベント
世界のグルメ市

美術品展示館
・第30回真岡市美術展 開催中
もおか観光コンシェルジュガイド
ツアー実施

【問い合わせ】真岡商工会議所  ☎82-3305

・サンバパレード14:10～
・市民パフォーマンス

10 月10 月はは「土地月間」「土地月間」ですです
■県不動産鑑定士協会による不動産相談会（無料）
　※事前予約不要
【とき】10月 3日（月）午前 10時～午後 3時
【ところ】市役所北側 建設部棟 1階会議室
【内容】不動産の価格、地代、家賃、借地権の価格 など
■大規模な土地取引には届け出が必要です
　一定面積以上の大規模な土地取引（※）をした時
には、国土利用計画法に基づき契約日から2週間以
内（契約日を含む）に利用目的等の届け出が必要です。
※市街化区域の場合：2,000 ㎡以上
　市街化調整区域の場合：5,000 ㎡以上
【問い合わせ】
　都市計画課計画係 ☎ 83-8152　FAX83-6240

～国が支える積算方式で安心～～国が支える積算方式で安心～
農業者年金農業者年金にに加入加入しませんかしませんか
　農業者年金は、下記①～③の条件を満たす方であ農業者年金は、下記①～③の条件を満たす方であ
ればどなたでも加入できます。ればどなたでも加入できます。
【条件】①国民年金の第1号被保険者 ②年間60日以【条件】①国民年金の第1号被保険者 ②年間60日以
上農業に従事する方 ③ 20歳以上60歳未満の方上農業に従事する方 ③ 20歳以上60歳未満の方

【保険料】月額2万円～6万7千円、千円単位で選択可能【保険料】月額2万円～6万7千円、千円単位で選択可能
【その他】認定農業者等の一定要件を満たす方は、【その他】認定農業者等の一定要件を満たす方は、
国から保険料の一部が補助されます。詳しくは下国から保険料の一部が補助されます。詳しくは下
記へお問い合わせください。記へお問い合わせください。

【問い合わせ】農業委員会事務局農政係
　☎ 83-8742　FAX83-0199

インフルエンザインフルエンザのの予防接種予防接種
　接種費用の一部または全部を助成します。
【期間】10月 1日（土）～平成29年 2月 28日（火）
【接種場所】市内の医療機関に直接予約し、接種し
　てください。（市外の医療機関を希望される方は、
　事前に健康増進課へご連絡ください）

高齢者のインフルエンザ予防接種高齢者のインフルエンザ予防接種 
【対象】①65歳以上の方
　②60～65歳未満の方で、身体障害1級の認定を
　　受けている方（心臓・腎臓、呼吸器の機能・ヒト
　　免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害のみ）
【費用】無料（1回接種分のみ）
【持参するもの】健康保険証または後期高齢者医療
　被保険者証（対象の②に該当する方は、身体障害
　者手帳とその写し）

子どものインフルエンザの予防接種子どものインフルエンザの予防接種 
【対象】市内に住所を有し、接種日に 1歳以上小学
　6年生相当の年齢までのお子さま
【助成回数】2回　【助成額】各回 2,000 円以内
【費用】接種費用と助成額の差額を自己負担してい
ただきます。

【持参するもの】母子健康手帳、こども医療費受給
　資格証など住所が確認できるもの
【問い合わせ】健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946

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

真岡市空き家バンク真岡市空き家バンク
ホームページ開設ホームページ開設

　真岡市内の空き家の売却や賃貸を希望する所有者
から申込を受けた物件を、本市に移住や定住を希望
している方に情報提供する「空き家バンク」のホー
ムページが、市ホームページからご覧いただけるよ
うになりました。
　ホームページでは、空き家バンクに今後登録される
空き家の物件情報のほか、空き家バンク制度・リフォー
ム補助制度の案内、各種申請書等を掲載しています。
※建設課窓口でもホームページと同様の情報提供を
　行います。
 【問い合わせ】
　建設課建築係　☎ 83-8150 FAX83-6240

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

10/4
（火）

9:00‐   9:10 大谷公民館（大谷本町）
9:35‐   9:55 並木町公民館
10:20‐10:40 コジマNEW真岡店第３駐車場
11:05‐11:25 亀山公民館
13:00‐13:20 真岡保育所
13:45‐14:05 総合福祉保健センター

10/5
（水）

9:20‐   9:50 中村改善センター
10:15‐ 10:35 八木岡公民館
11:00‐11:20 寺内駅前公民館
13:00‐13:10 下籠谷公民館
13:35‐13:55 大内改善センター
14:20‐14:30 飯貝公民館
14:55‐15:05 上清水公民館
15:30‐15:40 下清水公民館

10/6
（木）

8:30‐   8:50 長沼小学校
9:15‐   9:35 清水商店前（上江連）
10:00‐10:20 鷲巣公民館
10:55‐11:25 二宮コミュニティセンター
13:00‐13:20 大道泉公民館
13:35‐14:05 堀込公民館

10/21
（金）

8:50‐   9:10 東大島公民館
9:35‐   9:55 小林中央公民館
10:20‐10:40 山前改善センター
11:05‐11:25 東郷公民館
13:00‐13:20 八條南公民館
13:35‐13:55 西田井駅前公民館
14:20‐14:40 大中内北山公民館（西田井）

※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

平成 28 年度 第 2 回平成 28 年度 第 2 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】10月 6日（木）～ 20日（木）
　※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

住宅名 間取り 戸数 内、優先部屋

三ノ宮市営住宅 　1LDK　2DK 8戸 3戸

東郷市営住宅    3LDK 8戸 3戸
さくら市営住宅    2DK 2戸 1戸
錦町市営住宅    3LDK 1 戸 なし

※優先部屋の対象は、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。

呈茶会

栃木県知事選挙の栃木県知事選挙の
期日前投票立会人の募集期日前投票立会人の募集
 　有権者の皆さまに、選挙をより身近なものに感
じてもらえるよう、期日前投票立会人を募集します。
　期日前投票立会人とは、期日前投票所で、投票が
公正に行われるように立ち会っていただく方です。
【応募資格】市の選挙人名簿に登録されている方（満
18歳以上の日本国民で引き続き 3カ月以上市内
に住んでいる方）

【立会日】11月4日（金）～19日（土）のうち数日間
【立会時間】午前 8時 30分～午後 8時（昼食あり）
【立会場所】公民館真岡西分館、二宮コミュニティ
センター、イオンタウン真岡の3カ所のいずれか

【報酬】日額 9,500 円（源泉徴収あり）
【応募方法】下記窓口および二宮支所で応募用紙を
配布します。（市ホームページからもダウンロー
ド可）必要事項を記入の上、下記窓口へ直接お持
ちください。　【応募締切】10月 14日（金）必着

【申し込み・問い合わせ】選挙管理委員会
　☎ 83-8190　FAX83-8082


