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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内

※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

6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆ほっとステーションもおか
トピックニュース、広報もおか TV「今月の
表紙（4月号）、市政ニュース　ほか」、もお
かインフォ「真岡いちごまつり 2017」
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◆コットンタイム「真岡西小学校吹奏楽演奏会」

9:00
◆中学校卒業式
　真岡中学校　 4/4（火） 4/5（水） 4/8（土）
　真岡西中学校 4/6（木） 4/7（金） 4/9（日）

15:00 　真岡東中学校 4/4（火） 4/5（水） 4/8（土）
　大内中学校 　4/6（木） 4/7（金） 4/9（日）

【4月 3日（月）～4月9日（日）放送内容予定】

※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。

◆いちごショートケーキ
　「旭町出世稲荷神社例大祭」
　「ちびっ子サッカー教室」

●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

タクシー券・温泉券等タクシー券・温泉券等のの
受付受付をを４月４日４月４日からから開始開始しますします  

  ①老人福祉タクシー券①老人福祉タクシー券
【対象】市内在住で65歳以上の高齢者のみの世帯で、自
　動車（普通 ･小型 ･軽・バイク）を所有していない世帯
【交付枚数】申請月から月 4枚の割合（年48枚まで）
【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係または二宮
　支所福祉国保窓口係　【申請に必要なもの】印鑑

  ②高齢者井頭温泉券②高齢者井頭温泉券
【対象】市内在住の 70歳以上の方
※昭和 22年 4月 30日以前生まれの方
※平成29年 5月以降に70歳を迎える方は、誕　
生月になりましたら、いきいき高齢課または二　
宮支所福祉国保窓口係へ申請してください。

【交付枚数】申請月から月 1枚の割合（年12枚まで）
【交付日程と会場】下表の日程で交付します。
　交付時間：午前 9時～正午、午後 1時～ 4時

と　き と　こ　ろ

4月

5日（水） 総合福祉保健センター

6日（木） 中村農村環境改善センター
7日（金） 山前農村環境改善センター
10日（月） 二宮コミュニティセンター
11日（火） 大内農業構造改善センター

【申請に必要なもの】印鑑、申請書（送付されたはがき）
※各指定日に都合がつかない方は、指定日以外の　
日（4月 4日以降）にいきいき高齢課または二宮　
支所福祉国保窓口係で交付します。

  ③③介護手当受給者用井頭温泉券介護手当受給者用井頭温泉券
【【対象】介護手当を受給している方対象】介護手当を受給している方
【交付枚数】申請月から2カ月で1枚の割合（年6枚まで）【交付枚数】申請月から2カ月で1枚の割合（年6枚まで）
【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係
【申請に必要なもの】印鑑

  ④高齢者等外出支援事業利用券④高齢者等外出支援事業利用券
　リフト付車両で外出する際に、利用することができます。　リフト付車両で外出する際に、利用することができます。
【対象】市内在住在宅の方で、寝たきり高齢者（要【対象】市内在住在宅の方で、寝たきり高齢者（要
　介護 4以上）、重度の身体障がい者（身障手帳 1・　介護 4以上）、重度の身体障がい者（身障手帳 1・
　2級）・知的障がい者（療育手帳A1･A2）の方　2級）・知的障がい者（療育手帳A1･A2）の方
【交付枚数】申請月から月 2枚の割合（年24枚まで）
【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係
【申請に必要なもの】印鑑

【申し込み・問い合わせ】
　いきいき高齢課高齢者福祉係 ☎ 83-8195 FAX83-8554

料金無料
秘密厳守 4 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   11日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   11日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※4/7（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 11日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

4、11、18、25 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  4日（火）  9:30 ～11:30

【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

    子育て学級 メンバー募集
  コアラちゃんクラブ  コアラちゃんクラブ
　季節の行事などを通じて、家族同士の交流を深め
てみませんか。
【対象】市内在住または勤務の家族  各コース 30組
　①おんぶコース ･･･1 ～ 3歳児とその保護者
　②さくらコース ･･･3 歳～未就学児とその保護者
　※ 3歳児はどちらのコースでも可
　※定員を超える場合は抽選となります。
【活動日】月に 1回（年間 9回、主に土曜日の午前中）
【内容】読み聞かせ、りんご狩り、食育、餅つき など
【参加料】無料（ただし活動内容によって実費負担あり）
【申し込み】4月12日（水）までに下記にて電話受付
　（午前8時30分～午後5時）
　※コースの重複、グループでの申し込み不可
　　（１家族単位の受付）
【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・祝日休み）

春の交通安全県民総ぐるみ運動春の交通安全県民総ぐるみ運動
4月 6日（木）～ 4月 15 日（土）4月 6日（木）～ 4月 15 日（土）

【運動の基本】子どもと高齢者の交通事故防止
　～事故にあわない、おこさない～
【交通安全教室スケアードストレイト】
　スタントマンが交通事故を再現する方式の交通安
全教室（スケアードストレイト）が開催されます。
【とき】４月 15日（土）　午前 10：00～ 11：00
【ところ】中村中学校校庭（雨天時は体育館）
【参加料】無料
【問い合わせ】
　安全安心課交通安全係 ☎ 83-8110  FAX83-8392

    真岡市縁組センター真岡市縁組センター
結婚相談員を募集結婚相談員を募集

　ボランティアとして結婚希望者の相談に応じ、縁
結びのお手伝いをする結婚相談員を募集します。
【任期】平成 30年 3月 31日まで（更新あり）
【活動内容】
　◆結婚相談会議への出席（毎月 2回程度）
　　主に水曜日、土曜日　午前10時～ 11時 30分
　◆各自の縁組に関する活動
【募集条件】
　◆市内在住で、申し込みの段階で65歳までの健康な方
　◆普通自動車運転免許を有する方
　◆営利目的ではなく、相談員として秘密を厳守で
　　きる方
【募集期間】4月 28日（金）まで
【申し込み・問い合わせ】 出会い結婚サポートセンター 
　☎ 83-1234 FAX84-1545

都市計画決定・変更の縦覧都市計画決定・変更の縦覧
　下記の都市計画を決定及び変更しましたので、そ
の図書を縦覧します。
【内容】
◆宇都宮都市計画用途地域の変更（中郷・萩田地区）
◆宇都宮都市計画地区計画の決定（中郷・萩田地区）
◆宇都宮都市計画ごみ焼却場の変更（真岡二宮地区
　清掃事務組合清掃センター）
◆宇都宮都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）
　の変更（真岡市リサイクルセンター）
【縦覧時間】午前８時３０分～午後５時１５分　
　※土、日曜、祝日を除く

【縦覧場所・問い合わせ】
　都市計画課計画係  ☎ 83-8152　FAX 83-6240

年金の受給に必要な資格期間が年金の受給に必要な資格期間が
10 年に短縮されます！！10年に短縮されます！！

　これまで老齢年金の受給には、資格期間が 25年
以上必要でしたが、法律の改正により、平成 29年
８月からは、10年以上あれば老齢年金を受け取る
ことができます。
◆新たに年金を受けられるようになる資格期間が10年
　以上 25年未満の方には、日本年金機構から年金
　の請求手続きの案内が順次送付されます。請求手続
　きは平成29年８月１日以前でも可能ですので、用
　紙が届きましたら、年金事務所で手続きをお願い
　します。なお、国民年金第１号被保険者期間のみ
　の方は、市役所でも手続きができます。
◆資格期間が 10年未満の方も、任意加入制度や後
　納制度を利用して、平成 29年 8月以降、年金を
　受け取れる場合があります。

　資格期間の確認や、年金の受け取りに関する相談
は、「ねんきんダイヤル」へご連絡ください。

「ねんきんダイヤル」　0570-05-1165

【問い合わせ】
　宇都宮東年金事務所☎028-683-3211（自動音声案内）
　国保年金課国民年金係☎83-8593　FAX83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係☎74-5004　FAX74-1250

※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。

小学校卒業式小学校卒業式
もおかテレビ放送予定もおかテレビ放送予定
学校名 放送日① 放送日② 放送日③ 放送

開始時間
真岡小 4/18（火）4/19（水）4/22（土） 15:00
真岡東小 4/20（木）4/21（金）4/23（日） 9:00
真岡西小 4/20（木）4/21（金）4/23（日） 15:00
亀山小 4/25（火）4/26（水）4/29（土） 9:00
大内中央小 4/25（火）4/26（水）4/29（土） 15:00
大内東小 4/27（木）4/28（金）4/30（日） 9:00
大内西小 4/27（木）4/28（金）4/30（日） 15:00
山前小 5/2（火）5/3（水）5/6（土） 9:00
山前南小 5/2（火）5/3（水）5/6（土） 15:00
西田井小 5/4（木）5/5（金）5/7（日） 9:00
東沼小 5/4（木）5/5（金）5/7（日） 15:00
中村小 5/9（火）5/10（水）5/13（土） 9:00
中村東小 5/9（火）5/10（水）5/13（土） 15:00
中村南小 5/11（木）5/12（金）5/14（日） 9:00
長田小 5/11（木）5/12（金）5/14（日） 15:00
長沼小 5/16（火）5/17（水）5/20（土） 9:00
久下田小 5/16（火）5/17（水）5/20（土） 15:00
物部小 5/18（木）5/19（金）5/21（日） 9:00

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


