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真岡市長選挙は無投票真岡市長選挙は無投票
　4月 23日（日）に行われる予定でありました真
岡市長選挙は、候補者の数が選挙すべき定数（１名）
を超えないため、無投票となりました。
【問い合わせ】選挙管理委員会
　☎ 83-8190　FAX83-8082

市税等市税等のの納付納付をを安心安心でで便利便利なな
口座振替口座振替にしませんかにしませんか

安心 安心 

【口座振替対象市税等】※普通徴収に限る
　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保
　険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育
　料、墓地管理手数料、住宅使用料、上下水道料
【申し込みに必要なもの】通帳、通帳届出印
【申し込み】市役所納税課、二宮支所税務収納窓口
係、　金融機関
【その他】口座振替開始までには約2カ月かかります。
　口座振替開始時には、ハガキで案内があります。
　金融機関で申し込みをされた方は、依頼書の控え
　を下記申込先へ持参してください。先着 200人
　に粗品を進呈します。（1世帯 1個まで）
 【申し込み・問い合わせ】
　納税課納税係 ☎ 83-8115 FAX83-6205 

もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内

【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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◆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
29 年度の重点事業前編（予算編成内容）」　
広報もおかTV「わが家の天使たち（4月号）ほか」

　お知らせウィークリー
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9:00
◆小学校卒業式
　亀山小学校　　4月 25日、26日、29日
　大内東小学校　4月 27日、28日、30日

15:00
　大内中央小学校  
　大内西小学校

4月 25日、26日、29日
4月 27日、28日、30日

【4月 24日（月）～4月30日（日）放送内容予定】

◆いちごショートケーキ
　「桜町千本さくらまつり」

7:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
もおか

　「手塚屋」

13:00
20:00

◆コットンタイム「市民芸能チャリティショー①」

真岡市議会議場コンサート真岡市議会議場コンサート 
出演者募集出演者募集

　真岡市議会では、平成 29年 6月上旬（6月定例
会）、12 月上旬（12 月定例会）に議場コンサート
を予定しています。    
【演奏時間】午前 9時 10分～ 9時 40分（30分間）
【申込締切】5月 2日（火）必着
【その他】詳しくは市議会ホームページまたは下記
までお問い合わせください。

【申し込み・問い合わせ】議会事務局
　☎ 83-8176　FAX83-8714

児童扶養手当額児童扶養手当額のの変更変更についてについて
　児童扶養手当額が平成 29年 4月から引き下げと
なりました。
　平成 28年の全国消費者物価指数の実績値が前年
比マイナス 0.1％であったことを踏まえ、手当額が
下記のとおり変更となります。

支給区分
月額手当額

（平成29年3月まで）
月額手当額

（平成29年4月から）

本体額
全部支給 42,330 円 42,290 円
一部支給 42,320円～9,990円 42,280円～9,980円

第 2子
加算額

全部支給 10,000 円 9,990 円
一部支給 9,990円～5,000円 9,980円～5,000円

第 3 子
以降
加算額

全部支給 6,000 円 5,990 円

一部支給 5,990円～3,000円 5,980円～3,000円

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係　　
　☎ 83-8131　FAX82-2340

水石盆栽展
【とき】5月 3日（水）～ 5日（金）
　午前 9時～午後 4時（5日は正午まで）
【ところ】久保講堂　【内容】水石と盆栽の展示
【問い合わせ】　商工観光課観光係 
　☎ 83-8135  FAX83-0199

第38回  『花と緑の市』を開催！
【とき】5月 3日（水）～ 5日（金）
　午前 10時～午後 4時
【ところ】市民会館ロータリー西駐車場
　※周辺駐車場が込み合いますので、
      久保講堂南側駐車場をご利用ください。
【内容】庭園の展示、花木の展示・販売
　5月3日（水）のみ
　　①午前10時からシルバープリペットの苗木を先
　　着 500 名にプレゼント ②草花寄植体験（鉢・
　　土含む）を午前 11時からと午後 2時から開催
　　（各回先着 50人ずつ）

芳賀地区エコステーション芳賀地区エコステーション
再生品を販売します再生品を販売します

　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。
【申込期間】4月 24日（月）～ 5月 7日（日）
　（午前9時～午後4時）土・日・祝日も受け付ます
【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

【申し込み】申込期間中に下記窓口で申し込みくだ
さい。（1人 2点まで）

【抽選】5月 10日（水）午後 1時 30分から
　当選者には、個別に連絡します。
【引渡期間】5月 15日（月）～ 26日（金）
　午前 9時～午後 4時　※詳細は、下記まで
【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　

市民意向調査市民意向調査ににご協力ご協力くださいください
　市民の皆さまの市政に対するご意見を今後のまち
づくりに反映させるため、「市民意向調査」を実施
しています。
　市内在住の 3,000 人を無作為に選び調査票をお
送りいたしましたので、調査票が届いた方はご協力
をお願いします。
【提出期限】5月 12日（金）までに投函
【問い合わせ】 企画課企画調整係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

料金無料
秘密厳守 5 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   9日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   9日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※5/2（火）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 9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

２、９、16、23 日
各火曜日9:00～15:00

【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

おかげさまで開館 4周年おかげさまで開館 4周年
SLキューロク館アニバーサリーイベント開催SLキューロク館アニバーサリーイベント開催
 【とき】4月 29 日（土）
 【開館イベント】午前 10時～午後 3時 30 分
 【会場】SL キューロク館

■【出演者】栃木SCチアーズ&トッキー、イマキダ
　ンシング、真岡ミュージカル、Bloco de Samba 
　KIZUNA、キューロックス

体　験　す　る体　験　す　る
■駅長制服の貸し出し　300円
■機関士制服の貸し出し　100円
■キューロクと車掌車の連結走行　300円
■キューロク機関助手席体験乗車　1,000 円
■ミニ SLの運行　無料
■D51屋根完成記念綱引き大会 12:30 ～ 13:20
■ 7台の SL撮影会（高所作業車）

食　べ　る食　べ　る
■各種模擬店　焼きそば、焼き鳥、クレープ、黄金
もち、ブラジル料理、駅弁、わたあめ など

観　る観　る

【問い合わせ】真岡鐵道株式会社　 ☎ 84-2911、FAX84-2913

にのみや野外活動にのみや野外活動
センターからのお知らせセンターからのお知らせ
　「尊徳夏まつり」が行われる8月26日（土）の予約受付は、
休館日と祝日が続くため 5月9日（火）からとなります。
　※申込先は、市公民館二宮分館のみ（午前 8時
　　30分から電話受付のみ）
【申し込み・問い合わせ】
　二宮分館 ☎ 74-0107　（日・月曜・祝日休）

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

渡辺美里渡辺美里
M･Generation Tour 2017M･Generation Tour 2017
　misato ロック世代に贈る最高のライブ。30th 
Revolution の次、新しい扉が開きます。新しいサ
ウンドが始まる瞬間を会場で体験してください。
【とき】9月 18日（月・祝）　午後 5時開演
　（午後 4時 30分開場）　
【ところ】市民会館 大ホール
【料金】前売り7,300円　※未就学児童入場不可　※全席指定
【チケット会館先行発売】５月６日（土）午前9時から
　（電話予約は、市民会館にて午後1時から）
　※発売初日は、お１人さま 4枚まで
【プレイガイド】※市民会館以外は6月3日（土）発売
　市民会館（日・祝日を除く 8:30 ～ 17:15）、チケッ
　トぴあ☎ 0570-02-9999（Pコード：325-862）
　ローソンチケット☎0570-084-003（Lコード：77388）
　イープラス （http://eplus.jp/）、SOGO TOKYO
　オンラインチケット（http://sogo.pia.jp/）
【問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎83-7731　FAX83-4070（日・祝日休）
　SOGO TOKYO☎03-3405-9999
　（月～土12:00～13:00、16:00～19:00 日曜・祝日除く）

その他その他
■物産品販売、切手・はがき、くじ引きなど　■小学生以下に、200個ガス風船プレゼント

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「この世界の片隅に」「この世界の片隅に」

【とき】4月 22日（土）　
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】2時間 6分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円　
　小人（4歳以上）500円　3歳以下無料

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

真岡市子ども未来育成事業真岡市子ども未来育成事業

ジュニア音楽教室 参加者募集ジュニア音楽教室 参加者募集
【とき】5月から翌年 1月までの土曜、日曜日
　（約 12回）
【ところ】青年女性会館および市民会館
【対象】市内在住の小学 3年生から高校生
【各教室の詳細】
①ヴァイオリン（初級・合奏）定員：各20人、費用：14,270 円
②ヴィオラ（初級）定員：6人、費用：15,160 円
③チェロ（初級）　定員：4 人、費用：34,770 円
④箏（初級・合奏）定員：各 15人、費用：16,064 円
⑤三味線（初級）定員：5 人、費用：6,000 円
【申し込み】4月24日（月）までに、下記窓口にて受付

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070


