
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【10月 31日（月）～11月 6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「B型肝
炎の予防接種と予防接種ナビの利用」、広報も
おかTV「今月の表紙、市政ニュース（11月号）
ほか」など、もおかインフォ「真岡音楽祭」「栃
木県知事選挙」
◆いちごショートケーキ「並木区秋まつり」
◆コットンタイム「わたの花趣味クラブ発表会【後編】」
※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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歯周病検診歯周病検診でで歯歯のの健康健康をを守ろう守ろう
【実施期間】11月30日（水）まで　※休診日を除く
【対象】平成 28 年度中に 40 歳、50 歳、60 歳、
　70 歳を迎える方で、自分の歯がある方
　※対象者には、歯周病検診受診券を郵送しました。
　　郵送資料に記載されている医療機関に直接予約
　　し、受診券を持参して検診を受けてください。
　※再発行できますので、紛失された方はご連絡ください。
　※治療中の方は、通院している医療機関の医師に
　　ご相談ください。
【検診内容】①口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口
の中の清掃状況など） ②歯周ポケット(歯肉からの
出血や、歯石の有無など )　【自己負担金】400 円

　※受診したときに、医療機関に支払ってください。
　※平成 28 年度中に 70 歳を迎える方は無料です。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619

子どものインフルエンザ予防接種を子どものインフルエンザ予防接種を
受けた障がい児への費用助成受けた障がい児への費用助成
　健康増進課で実施している小児インフルエンザ予
防接種を受けた障がいのあるお子さまで、次の要件
を満たす方は費用を助成します。
【対象】1歳以上小学6年生相当の年齢までのお子さ
まで、次の障害に該当する場合　①身体障害者手
帳1・2・3級 ②療育手帳A1・A2・B1 ③精神保
健手帳1・2級　【助成回数】2回

【助成額】医療機関窓口で払った自己負担分（各回上限
1,500円）※職場等で助成された額を差し引きます。

【持参するもの】身体障害者手帳、療育手帳、精神
保健手帳、印鑑、予防接種の領収書（2回分）、
振込口座の通帳

【問い合わせ】
　社会福祉課障害者福祉係　☎83-8129  FAX83-8554

市外在住の方は申し込みが必要です
【対象】本市出身（旧二宮町含む）で平成 28 年 9
月 30 日までに転出手続きをした方のうち、平成
29年 1月 8日（日）の真岡市成人式（会場：真
岡市民会館）に参加希望の方（H8.4.2 ～ H9.4.1
生まれの方）

【申し込み】11月30日（水）までに、氏名、生年月日、
案内状の送付先住所、世帯主、電話番号、出身中学
校を下記へご連絡ください。（Eメール申し込み可）

【その他】10月 1日現在で真岡市に住民登録してい
　る方には、11 月上旬頃に案内状を送付します。
　案内状が届かない場合はご連絡ください。

真岡市成人式に参加される方へ

【申し込み・問い合わせ】
〒 321-4305 真岡市荒町1201番地　
生涯学習課（日曜･祝日休）☎82-7151  FAX83-4070 
E ﾒｰﾙ： gakusyuu@city.moka.lg.jp

      新成人の感想文を募集中！
【応募資格】平成 29年成人式の対象者
【内容】「成人を迎えるにあたって」の夢
　や希望、心構えなどについて
　※ 400字原稿用紙 3枚程度（書式自由）
　※入選者には賞状と記念品を贈呈します。
【締め切り】11月 11日（金）

★不在者投票★不在者投票 県選挙管理委員会の指定を受けている下記施設に入院等されている場合は、
施設内で不在者投票をすることができますので、施設に申し出てください。

施設名 芳賀赤十字病院、福田記念病院、真岡病院、介護老人保健施設の春祺荘・ナーシングホーム青葉・わたのみ荘、特別養護老人ホームのきたはら・喜望荘・桜の華・椿寿園・やまさわの里・三起の森・かめやまの郷
※真岡市民が、市外県外の施設に入院等をされている場合でも、その施設が指定施設であれば施設内で不在者投票をすることができます。
【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

★ 本市で投票できる方★ 本市で投票できる方
　※①、②両方を満たす方　※①、②両方を満たす方

①満18歳以上の方（平成10年11月 21日以前に生まれた方）
②平成 28 年 8月 2日以前に真岡市に転入届をし、引き続き
　３カ月以上住所を有している方

★期日前投票★期日前投票

　県内の他の市町から真岡市に住所を移し、平成 28年 8月 3日以降に転入届をされた方は、一般的には、
前住所地において投票をすることができます。ただし、これに該当する方は、真岡市長が発行する「引き
続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書（無料）」をあらかじめ市民課または二宮支所窓口で受け取
り、旧住所地の市町の投票所の受付で提示しなければ、投票することはできません。
　また、期日前投票や不在者投票を行う場合も同様です。（この証明書は、県内の他市町でも発行されます）

★最近、栃木県内の他市町から真岡市へ転入された方へ★最近、栃木県内の他市町から真岡市へ転入された方へ

投票日当日、仕事やレジャーなどで投票区内にいない予定の方は、下記の 3
カ所で期日前投票ができます。

【期間】11月4日（金）～19日（土）　【時間】午前8時30分～午後8時
【投票所】①市公民館真岡西分館　②二宮コミュニティセンター
　③イオンタウン真岡（ザ・ビッグエクストラ真岡店駐車場北西プレハブ）

  栃木県知事選挙栃木県知事選挙 【告示日】11月 3日（木）　【投票日】11 月 20 日（日）【告示日】11 月 3日（木）　【投票日】11月 20 日（日）

漏水調査にご協力を！漏水調査にご協力を！
　地下で発生している水道管からの漏水を早期に発
見し、修理することで水資源の有効利用を図り、ま
た漏水による道路陥没等の２次災害を防止するた
め、漏水調査を実施します。
　調査は、道路上からお客さまの水道メーター付近
まで実施するため、市が委託した業者の調査員が昼
間敷地内に立ち入ることがありますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
　なお、調査員は市が発行した身分証明書を携帯し
ますので、不審に思った場合は身分証明書の提示を
お求めください。また、調査は市の費用で実施して
おりますので、お客さまに調査費用等を請求するこ
とは一切ありません。
【調査期間】11月 1日（火）～ 12月 20日（火）
【調査時間】昼間／午前9時～午後5時（道路上および敷地内）
　　　　   夜間／午後 10時～午前 5時（道路上）
【調査場所】西田井の一部、根本の一部、青谷、須釜、南高岡
【調査業者】株式会社サンスイ
【問い合わせ】水道課工務係 ☎83-8168 FAX84-7512

【申し込み・問い合わせ】
　企画課財政係　☎ 83-8104　FAX83-5896

　市では、ふるさと寄附をいただいた方に感謝の気持
ちを伝え、市の魅力や特産品をＰＲできるような謝礼品
を、市内の事業者に協力していただき、お届けしていま
す。新たに協力していただける事業者を募集します。　
【申込要件】
　①本社、支社、営業所のいずれかを市内に有する
事業所、農業法人など ②真岡市税の滞納がない
こと ③暴力団による不当な行為の防止等に関す
る法律に掲げる暴力団構成員でないこと

【募集する謝礼品】
　市内で生産された農作物や加工品、市をＰＲして
　いると認められるものなど。詳しくは下記へお問
　い合わせください。

真岡市ふるさと寄附金真岡市ふるさと寄附金
協力事業者協力事業者・・謝礼品謝礼品のの募集募集

もおか人・夢・未来フェスタ2016もおか人・夢・未来フェスタ2016
【とき】11月6日（日）11月6日（日）午前9時30分～午後3時30分午前9時30分～午後3時30分
【ところ】市民公園（雨天決行）【ところ】市民公園（雨天決行）

【問い合わせ】　企画課企画調整係  ☎ 83-8102 
【公式HP】http://www.moka-festa.com/

●イベントMC●イベントMC
 ・永井 塁、星野 歩美

■■  交通規制交通規制にご協力ください にご協力ください ■■
　　車両通行止め（車両通行止め（■■区間）午前 9時～午後 4時区間）午前 9時～午後 4時

青年青年
女性会館女性会館総合総合

体育館体育館

市民会館市民会館

２
９
４

図書館図書館

人・夢・未来人・夢・未来
フェスタフェスタ会場会場

ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ
交流館交流館 一方通行
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●地域コンシェルジュとは●地域コンシェルジュとは
　市では、安心で暮らしやすい地域をつくることを
モットーに、新たに転入された皆さまをお迎えする
ため、地域に市の担当職員を配置しています。
　自治会の情報、イベント等や行政に関する暮らし
の情報などをご案内します。ぜひご利用ください。
●コンシェルジュ利用の流れ●コンシェルジュ利用の流れ
　①下記の案内時間と担当地区を確認 ②問い合わせた
　い内容を、電話またはショートメールで担当のコン
　シェルジュへ連絡 ③コンシェルジュが質問に回答
●各地区のコンシェルジュ●各地区のコンシェルジュ
【案内時間】平日8:30～ 19:00、休日 9:00～ 18:00
◆熊倉地区（熊倉 1～ 3 丁目、寺久保 1丁目、　
　　大谷本町、熊倉町 3000 番台～）
→舘野　幸雄（070-3990-8199）
◆大谷台町地区（大谷台町）
→篠原　俊大（070-3990-8813）

◆高間木地区（上高間木1～3丁目、下高間木1～2丁目）
→仁平　映夫（070-3990-8945）

◆高勢町地区（高勢町 1～ 3丁目）
→手塚　和夫（070-3994-1890）

◆長田地区（長田、長田 1丁目）
→鶴見　悟（070-3994-1979）

◆さくら地区（さくら 1～ 4丁目）
→長瀧　勝徳（070-3994-1992）

地域コンシェルジュ地域コンシェルジュ

【問い合わせ】総務課総務文書係
　☎ 83-8106　FAX82-1065

もおか観光コンシェルジュ ガイドツアーもおか観光コンシェルジュ ガイドツアー

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

日　時 ガイド内容

11月 13日（日）
10:00 ～ 11:30
※開始時間の10分前集合

『レトロなまちあるき』
かつて城下町として栄え
た門前地区、歴史ある建
物・文化にふれるコース

11月 26日（土）
10:00 ～ 11:30
※開始時間の10分前集合

『ＳＬの走るまち』
歴史や文化にふれながら、
ＳＬの走るまちもおかの魅
力を存分に味わうコース

【集合場所】久保記念観光文化交流館　【募集人数】各日20人 
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】開催日前日までに下記へ申し込み

10/30（日）久保記念観光文化交流館10/30（日）久保記念観光文化交流館
開館2周年記念イベント開館2周年記念イベント
　楽しい各種ハロウィンイベントが盛りだくさんです。
詳細は下記までお問い合わせください。

ご自分の投票所入場券裏
面の「期日前投票宣誓書
兼請求書」をあらかじめ
記入してお持ちください。

●ダンスパフォーマンスコンテストゲスト＆審査員      ●ダンスパフォーマンスコンテストゲスト＆審査員      
 ・ゲスト：Kanamyw（カナミュウ） ・ゲスト：Kanamyw（カナミュウ）
 ・審査員：はむつんサーブ、KATSUYA、ARISA ・審査員：はむつんサーブ、KATSUYA、ARISA

市民対抗もおかグルメグランプリ
各種ブース出店（飲食、物販等）
9:30 尊徳太鼓保存会
9:50 もおかぴょんのお誕生会
10:30/13:30 ダンスパフォーマンスコンテスト
11:30 真岡高校ジャグリング部パフォーマンス
11:50 もおか発！スペシャルコンサートPart １
　出演：上野真史・あびこめぐみ・北川かつみ
13:10 クイズ抽選会～もおかの素敵なものプレゼント
　※ 12:00 までに会場で要応募
14:30 もおか発！スペシャルコンサートPart2
　出演：Liberta（東京藝大附属音楽高校）
11:00/12:30/14:00 バルーンパフォーマーみな
　みと p0p0（ポポ）のバルーンプレゼント

●主なイベント●主なイベント
観覧無料観覧無料


