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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

◆ JUMP UP もおか　
　トピックニュース
　ようこそ市長室へ「総合運動公園弓道場・ク
ラブハウスの供用開始について」

　広報もおかTV「笑顔をさがして（6月号）ほか」
　もおかインフォ「真岡市地域福祉計画・地域福祉
　　　　　　　　　活動計画（第2期）」
　　　　　　　　 「出会い・結婚サポートセンターの事業」

6:30
8:30
12:30
18:30
22:30

◆いちごショートケーキ
　「真岡いちごまつり2017」

13:00
20:00

◆コットンタイム
　「市民交響楽団第 55 回定期演奏会」

9:00
◆小学校入学式
　長田小学校　　　6月 13日、14日、17日
　中村東小学校　　6月 15日、16日、18日

15:00
　中村南小学校　　6月 13日、14日、17日
　中村小学校　　　6月 15日、16日、18日

【6月 12日（月）～6月18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。

7:00
11:00
17:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
　もおか
　「将（まさ）」

名　　称

 わたのみ商品券 わたのみ商品券 にのみやプレミアム商品券にのみやプレミアム商品券

発売日時
7月 2日（日）
午前9時 30分～午後4時
※ 7/3 日（月）以降は平日のみ
    午前9時～午後5時まで販売

7月1日（土）
午前 9時～午後 4時
※ 7/2（日）は午前 9時～
    正午まで
※3日（月）以降は平日のみ
    午前9時～午後5時まで販売

発売場所 真岡商工会議所（荒町1203）にのみや商工会（久下田 848-5）
発行総額 1 億 6,500 万円 4,400 万円

使用できる店舗 真岡商工会議所に取扱加盟
店として登録した店舗

にのみや商工会に取扱加盟
店として登録した店舗

購入できる方 18 歳以上の市民および市外在住で市内勤務・通学者

購入限度額 1 人 3万円（3セット）、1世帯 15万円まで
（販売総額に達した時点で終了）※同一世帯以外の方の代理購入は不可

使用できる期間 7月2日（日）～12月31日（日） 7月1日（土）～12月31日（日）

問い合わせ 真岡商工会議所
☎ 82-3305　FAX 82-7967

にのみや商工会
☎ 74-0324　FAX 74-2737

店頭にある
←この→

のぼり
が目印です

※この商品券の発売に併せて、独
　自の特典や割引サービス等を行
　う取扱加盟店があります。　

　地元商店の魅力アップと、商
店街の活性化を図るため、10%
のプレミアム付き商品券を発行
します。

サ
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ル

サ
ン
プ
ル

プレミアム付きプレミアム付き
　商品券　商品券をを発売発売

10,000円で11,000円分買える！10,000円で11,000円分買える！

【問い合わせ】
　社会福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129 FAX83-8554
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎ 74-5004 FAX74-1250

　重度心身障害者医療費助成制度を利用している方
で、下記条件に該当する場合、受給資格者本人の自
己負担分（薬局を除く医療機関ごとに月額 500 円）
に対する免除が受けられます。
【対象条件】受給資格者と同じ健康保険に加入している
方全員が平成29年度の市民税が非課税であること

※受給資格者が中学生以下の方は、申請不要です。
（平成 27 年度から受給資格者が中学生以下の場
合は、自己負担がなくなりました）

【申請】6月 30 日（金）までに下記窓口で手続き
してください。なお、現在対象の方も更新の手続
きが必要です。

重度心身障害者医療費助成制度重度心身障害者医療費助成制度
自己負担助成自己負担助成のの申請申請についてについて

第 58 回 第 58 回 真岡市消防団 真岡市消防団 
夏季点検・夏季点検・消防操法大会消防操法大会
　消防団全車両が一堂に集結する姿は圧巻です。消
防団が、日ごろの訓練成果を発揮する操法大会は必
見ですので、ぜひご来場ください。
【とき】６月 18日（日）
　夏季点検：午前6時から　消防操法大会：午前7時から
【ところ】市民公園（総合体育館東）
※雨天時：公設芳賀地方卸売市場

【問い合わせ】安全安心課消防防災係
　☎ 83-8396  FAX83-8392 【問い合わせ】

　児童家庭課児童家庭係　☎83-8131 FAX 82-2340

　6月分以降の児童手当・特例給
付を受給するためには、現況届の
提出が必要です。現況届の確認
ができない場合、6月分以降の手
当を受給することができません。
必ず手続きを行ってください。
【提出期限】6月 30日（金）

「児童手当・特例給付 現況届」「児童手当・特例給付 現況届」
手続き手続きがが必要必要ですです

第 4回第 4回
キューロク「ほおずき市」キューロク「ほおずき市」

&子ども縁日&子ども縁日
　キューロク館の夏の風物詩として「ほおずき市」
＆子ども縁日を開催します。
【とき】7月 2日（日）
【ところ】SLキューロク館敷地
【内容】
■朝どり野菜の軽トラ市：午前 9時～正午
　新鮮な朝どり野菜を生産者が直接販売します。
■ほおずき市：午前 10時～午後 3時
　ほおずきの鉢物販売（かご・風鈴付き）、焼きそば、
　焼き鳥、クレープ、かき氷、ジュース、ビール
　の販売
■子ども縁日：午前 10時～午後 3時
　金魚すくい、ヨーヨー釣り、わたあめ、駄菓子
　の販売等
ほおずき市でほおずき鉢物プレゼント

　抽選で 5人の方にほおずき鉢物をプレゼントし
ます。ご希望の方は、往復はがきに住所、氏名、電
話番号、「ほおずき希望」と記入し、下記宛て先へ
応募ください。（1家族 1鉢）
【応募期限】6 月 25日（日）消印有効
【宛て先】〒 321-4306 真岡市台町 2474-1
　真岡鐵道㈱ほおずきプレゼント係
【問い合わせ】
　真岡鐵道㈱　☎ 84-2911　FAX84-2913

市営住宅入居者市営住宅入居者
定期募集定期募集

【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694 FAX83-6240

【受付期間】現在受付中。6月 16日（金）まで。
　※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
【募集部屋】

住宅名 間取り 戸数 内、優先部屋
三ノ宮市営住宅    1LDK 1戸 1戸
東郷市営住宅    3LDK 5戸 1戸
大谷台市営住宅    2DK 3戸 なし
さくら市営住宅    3DK 2戸 1戸
錦町市営住宅    3LDK 2戸 なし

※優先部屋の対象となる世帯は、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。

　現在、臨時福祉給付金（経済対策分）の申請・受
付を行っています。支給対象者として見込まれる方
には 3月下旬に案内及び申請書をお送りしていま
す。支給を受けるには申請が必要となりますので、
申請が済んでいない方はお早目に申請してくださ
い。なお、支給要件を満たすが案内が届いていない、
という方は下記までお問い合わせください。
【支給額】一人につき15,000円
【支給対象者】平成 28年度の市民税が非課税の方
　※課税者の被扶養者や生活保護受給者等は除く
【受付期間】現在受付中。8月 18日（金）まで
　（土日・祝日を除く。受付時間：8：30～ 16：30）
【受付会場】本庁舎１階会議室

金（

臨時福祉給付金臨時福祉給付金
（経済対策分）申請受付（経済対策分）申請受付

【問い合わせ】
　真岡市臨時福祉給付金申請受付窓口 ☎ 81-3500
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【問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町1201番地 
　真岡市教育委員会 生涯学習課 女性青少年係
 　☎ 82-7151 FAX83-4070 
　Eメール gakusyuu@city.moka.lg.jp

　広く市民の意見を反映した男女共同参画社会の形
成を図るため、真岡市男女共同参画審議会委員（任
期 2年）を公募します。市の男女共同参画の推進に
関する重要な事項について審議していただきます。
【応募条件】
　①年齢 20歳以上の方（平成 29年 4月 1日現在）
②真岡市に引き続き 1年以上住所を有する方
　③平日の昼間の会議に出席できる方（年2回程度）
【公募委員数】5人程度
【応募方法】応募の動機を 400 字程度にまとめ、氏
名、住所、性別、年齢、連絡先の電話番号、職業
を記入し、下記へ郵送、FAX または Eメールで
応募ください。

【応募期限】6月 30日（金）必着
【その他】選考結果は、応募者に通知します。

真岡市男女共同参画審議会真岡市男女共同参画審議会
委員委員をを公募公募しますします

狩猟免許狩猟免許試験・試験・講習会の開催講習会の開催
狩猟免許取得補助の実施狩猟免許取得補助の実施

狩猟免許試験・講習会
【とき】講習会：6月 26 日（月）
　本試験：７月９日（日）
【ところ】清原地区市民センター
【種類】わな・第１種銃　【受講料】別途必要
【申込期限】講習会 6月 19 日（月）
　本試験：6月 29 日（木）

狩猟免許取得補助
　深刻化する野生鳥獣被害に対応し、捕獲の担い手
となる狩猟者を増加させるため、市では狩猟免許
取得費用の３分の２を補助しています。（銃で上限
５万円、わなで上限１万円）
　詳しくは下記へお問い合わせください。
【事前講習会について】栃木県猟友会　☎028-611-1526
【狩猟免許試験について】
　県東環境森林事務所　☎ 0285-81-9001
  http://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/syuryou.html
【補助について】農政課農政係　☎ 83-8137

※ 2種類の商品券共に、販売総額
　に達した時点で、販売を終了し
　ます。　


