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【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
12:00
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「笑顔をさがして（5月号）ほか」
　もおかインフォ「生活習慣病健診」「介護予防・
日常生活支援総合事業」
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◆いちごショートケーキ
　「熊倉神宮桜まつり」

13:00
20:00

◆コットンタイム「大越絵梨花フルートリサイタル」

9:00
◆小学校卒業式
　長沼小学校　　5月 16日、17日、20日
　物部小学校　　5月 18日、19日、21日

15:00 　久下田小学校　5月 16日、17日、20日

【5月 15日（月）～5月21日（日）放送内容予定】

5 月14 日（日）

真岡
地区

8:30 ～ 9:20 県東健康福祉センター
8:30 ～ 9:00 大田山公民館
9:30 ～10:00 別雷神社（西郷）
9:20 ～10:10 亀山公民館
10:10～10:40 西の台公園
10:30～11:00 城山公園
11:00～11:40 東郷公民館
11:10～11:30 田町第 4公民館

山前
地区

8:30 ～ 9:00 西田井駅前
9:10 ～ 9:40 西田井谷中公民館
10:00～10:40 根本青谷農産物加工所
11:00～11:30 南高岡公民館

中村
地区

13:00～13:20 なかむら珠算塾（長田）
13:00～13:20 若旅公民館
13:00～13:20 勝瓜公園内東側
13:30～14:10 中村農村環境改善センター
13:30～13:50 三ツ谷公民館
13:30～14:10 長田公民館
14:20～14:50 北中農村研修センター
14:00～14:50 寺内駅前公民館
14:20～14:50 大沼公民館

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
　生後 91日以上の飼い犬は、生涯 1度の登録と年
1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられていま
す。また、狂犬病予防注射については、必ず 6 月
30 日までに接種してください。
【料金】新規登録（生涯1回）3,000円、注射 3,300円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）

5 月13 日（土）

大内
地区

8:30 ～ 8:50 下鷺谷公民館
8:30 ～ 9:00 田島公民館
9:00 ～  9:20 上鷺谷公民館
9:10 ～  9:40 原町公民館
9:30 ～10:10 下籠谷公民館
9:50 ～10:10 京泉第 1公民館
10:30～11:30 大内農業構造改善センター
10:20～10:50 赤羽下公民館
11:00～11:30 清水第 1公民館

山前
地区

8:30 ～ 8:50 島第三公民館
9:00 ～10:00 山前農村環境改善センター
10:20～10:50 東大島公民館
11:00～11:30 東沼新境公民館

真岡
地区

13:00～13:50 西真岡公園（スーパーオオタニ北側）

13:00～14:00 熊倉公園（なかむらこどもクリニック南側）
13:40～14:10 真岡駅東口
14:00～14:50 高勢中央公園
14:10～14:50 真岡工業団地総合管理協会
14:20～15:00 市役所前

中村
地区 13:00～13:30 中原動物病院前

【注意】今回受けられない場合は、個別に動物病院
　で接種してください。
　※個別注射料金は各病院へお問い合わせください。

【問い合わせ】環境課環境保全係
　☎ 83-8125 FAX83-5896

         無人ヘリコプターによる
  麦病害虫防除の実施
【散布期間】
　真岡地区：4月 27日（木）～ 5月 8日（月）
　二宮地区：4月 28日（金）～ 5月 12日（金）
※いずれも午前5時～正午、天候、出穂の条件によ
　り散布日時の変更あり。　
【対象】二条・六条大麦、小麦
【使用農薬】トップジンMゾル（殺菌剤）8倍希釈
【問い合わせ】JA真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

　親同士が交流しながら、子育てに必要な知識やス
キル等を学ぶ「親学習プログラム」を効果的に活用
できる指導者を養成するコースです。
【とき】6月14日（水）、27日（火）、7月10日（月）、
20日（木）（全４回）午前10時～午後3時30分

【ところ】栃木県総合教育センター（宇都宮市瓦谷町1070）
【対象】①地域で家庭教育支援に携わっている方
　②家庭教育支援に関心がある方
【申し込み】5月 24 日（水）午後５時までに、下
記へ申し込みください。

【その他】① 3回以上の出席者に修了証を贈呈
　②生後 6カ月～未就学児を対象に託児を実施
　③修了後は、修了生で組織した「スマイルネット」
　に加入し、親学習プログラム指導者として活躍可

家庭教育支援プログラム指導者研修家庭教育支援プログラム指導者研修
親学習プログラムコース親学習プログラムコース受講者募集受講者募集

【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）

平成 29 年度平成 29 年度
普通救命・上級救命講習会普通救命・上級救命講習会
実施日 場所 定員 講習種別
6/11（日）真岡市総合福祉保健センター 30人 普通・再
7/9（日） 真岡市公民館 真岡西分館 30人 普通・再
8/27（日） どんとこい広場 30人 普通・再
9/10（日）真岡市総合福祉保健センター 20人 上級
10/15（日） 茂木分署 会議室 30人 普通・再
11/19（日） 芳賀分署 多目的室 20人 普通・再
2/25（日）市貝町役場2階 大会議室 30人 普通・再
3/11（日） 益子分署 会議室 30人 普通・再
【普通救命講習・再講習】時間：午前 9時～正午、
受講料：無料

【上級救命講習】時間：午前9時～午後 6時
　受講料：テキスト代
【申し込み】申し込みについては、芳賀地区消防本部
　ホームページに掲載
※受け付けおよび問い合わせは最寄りの消防署にご
　確認ください。
【問い合わせ】真岡消防署 ☎82-1029 FAX82-3722

　市では、不要となったパワー
ショベルを公売します。
　入札参加形態は単体による
参加（市内外を問わず）とし、
公売方法は、一般競争入札で
行います。
　仕様については下記のとお
りです。
【物件名】コマツ・油圧ショベル
【規格種類】ＰＣ 120－ 6ＺＥ
【製造番号または車体番号】66060 号機
【取得年月日】平成 14年 10月 4日
【最低売却価格（税抜）】2,000,000 円
【申込期限】5月 19 日（金）までに下記へ申込書
　を提出
【入札日時】5月 23日（火）午前 10時から市役所 
　３階第１委員会室で実施
　申込用紙、方法等の詳細については、市ホーム 
　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】
　環境課清掃係　☎ 83-8126 FAX83-5896

市所有市所有のの
パワーショべルを公売パワーショべルを公売

マイナンバーカード（個人番号カード）マイナンバーカード（個人番号カード）
をを保管保管していますしています

　顔写真付きのマイナンバーカードを申請した方へ
お知らせします。マイナンバーカードの交付の準備
が整い次第、順次、「交付通知書」をハガキまたは封
書で送付しています。
　交付通知書が届きましたら、記載された持ち物を
持参の上、指定された交付場所（本庁市民課または
二宮支所）に定められた受け取り期限までにご来庁
ください。
　市では、期限を過ぎても受け取りに来られていな
い方のマイナンバーカードを大切に保管しています。
お早めに受け取りに来てください。
【受付時間】（マイナンバーカード交付日時）
　月・火・木曜日：午前 8時 30分～午後 5時 15分
　水・金曜日：午前 8時 30分～午後 7時
※第１・第３日曜日の休日窓口は受付できません。

　郵便局での保管期限が過ぎた「通知カード」は、
市民課に戻され、大切に保管しています。まだ受け
取られていない方は、下記窓口までお問い合わせく
ださい。
　通知カードは一定期間保管した後に廃棄いたしま
すので、お早めにお受け取りください。

「通知カード」「通知カード」をを保管保管していますしています

【問い合わせ】
　市民課窓口係　☎ 83-8117 FAX83-8514

市民活動推進センター市民活動推進センター
5/21（日）臨時休館5/21（日）臨時休館

　下記の期日において、二宮コミュニティセンター下記の期日において、二宮コミュニティセンター
が「真岡いちごまつり」の会場となるため、市民活が「真岡いちごまつり」の会場となるため、市民活
動推進センターを臨時休館させていただきます。ご動推進センターを臨時休館させていただきます。ご
理解とご協力をお願いします。理解とご協力をお願いします。
【臨時休館日】5月 21日（日）終日【臨時休館日】5月 21日（日）終日

【問い合わせ】
　安全安心課生活安全係 ☎ 83-8394  FAX83-8392

道路の側溝清掃に道路の側溝清掃に
ご協力くださいご協力ください

　快適な生活環境を保つため、地域の道路側溝の清
掃は、各自治会や市民の皆さまにお願いし、ご協力
をいただいています。
　市内の道路側溝が土砂などで詰まると、降雨の時、
道路上に雨水排水があふれたり、皆さんの土地に雨
水が流れ込んだりしてしまいます。
　市では、地域での道路側溝清掃の際に、蓋上げ機
やバール等の無料貸し出しを実施しています。
　ぜひ、ご利用いただき、住みよい街づくりに皆さ
まのご協力をお願いします。
【問い合わせ】建設課維持係 ☎83-8148　FAX83-6240

人・農地プラン人・農地プランのの更新更新
　地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」
の更新について、以下のとおり縦覧を実施します。
【期間】5月 8日（月）～ 19日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時（土日・祝日を除く）
【ところ】農政課（福祉産環部棟 2F）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

真岡市総合運動公園真岡市総合運動公園
弓道場・クラブハウス弓道場・クラブハウス
完成記念式典完成記念式典をを実施実施

　総合運動公園内の弓道場・クラブハウスの完成記　総合運動公園内の弓道場・クラブハウスの完成記
念式典を実施します。真岡弓道会による道場開きの念式典を実施します。真岡弓道会による道場開きの
演武等も実施します。ぜひお越しください。演武等も実施します。ぜひお越しください。
【とき】5月 27日（土）午前 9時 30分から【とき】5月 27日（土）午前 9時 30分から
【ところ】総合運動公園内（真岡市小林 1900 番地）【ところ】総合運動公園内（真岡市小林 1900 番地）
【問い合わせ】
　スポーツ振興課　☎ 84-2811  FAX84-6258


