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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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◆ JUMP UP もおか　
　トピックニュース
　ようこそ市長室へ「熱中症対策」
　広報もおかTV「わが家の天使たち（7月号）」
　　　　　　　　「今月の一冊（7月号）」
　もおかインフォ「クールチョイス・とちぎ」
　　　　　　　　  「コラボーレもおか」
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◆いちごショートケーキ
　「坂東路之輔教室開所
　40周年記念祝賀会」

14:00
20:00

◆コットンタイム
　「第 60回舞踊発表会①」

【7月 24日（月）～7月30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。
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◆行ってみっぺ！
　もおか
　「柔軟屋」

『真岡の夏まつり花火大会』に伴う『真岡の夏まつり花火大会』に伴う周辺施設周辺施設のの臨時休診・休館臨時休診・休館

【問い合わせ】消費生活センター☎84-7830 （FAX兼） 

消費生活センター（青年女性会館内）
※花火大会が 24日（月）に延期になった場合は休館

図書館は 7/22（土）休館

【問い合わせ】図書館☎ 84-6151 FAX83-6199 

急患センターは7/22（土）・24（月）休診
　花火大会に伴い休診となりますが、下記の病院が対
応しますので、受診が必要な場合はご利用ください。

 診療時間18:30～21:30

コットベリー号の一部運休
　一部の停留所が、下記のとおり利用できなくなります。
■真岡病院：7/21（金）～ 7/23（日）の 7・8便
■総合福祉保健センター・真岡市役所：7/22（土）終日
■あくつ皮膚科前：7/21（金）～ 7/23（日）終日
■真岡郵便局、真岡駅東口、宮澤眼科クリニック前
　7/22（土）の 5～ 8便

【問い合わせ】企画課企画調整係 ☎83-8102  FAX 83-5896 

【対応医療機関】真岡病院（荒町 3-45-16） 
 ☎ 0285-84-6311  ※診療時間 18:30 ～ 21:30

【問い合わせ】
　急患センター（芳賀地区救急医療センター）☎82-9910　
　芳賀地区広域行政事務組合☎82-9151 FAX82-9152 

※二宮図書館・市公民館真岡西分館図書室は開館

国民健康保険（75歳未満の方）国民健康保険（75歳未満の方）
限度額適用認定証の更新限度額適用認定証の更新

　国民健康保険に加入されている75歳未満の方で、
限度額適用認定証（医療機関に認定証を提示するこ
とで、窓口での支払いが所得に応じた自己負担限度
額までとなるもの）の交付を受けている方は、認定
証の有効期限が 7月 31日までとなっています。
　引き続き必要な場合は、更新の手続きをお願いします。
　なお、８月中に更新手続きをしていただくと、８
月１日からの適用となります。
【手続きに必要なもの】国民健康保険証・印鑑
【対象世帯】国民健康保険税完納世帯、70～ 75歳
　未満の方は市町村民税非課税世帯

後期高齢者医療被保険者証の更新
8月8月からから新しい保険証新しい保険証になりますになります
　現在お使いの保険証の有効期限は、7月31日までです。
8月から使用する新しい保険証は、7月下旬に郵送します。
※保険料の未納がある方は、別の取り扱いとなります。
平成29年度限度額適用・標準負担額減額認定証
　世帯の全員が住民税非課税の場合は、診療を受け
る際に、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を
医療機関に提示することにより、医療費の支払いが
一定額となります。また、入院時の食事代も減額に
なります。該当する方は下記にて申請してください。
適用は申請された月の初日からとなります
　なお、過去に限度額適用・標準負担額減額認定証
の交付を受けたことがあり、平成 29年度の負担区
分が低所得区分に該当する方については、新しい認
定証を保険証に同封して送付しますので、申請は不
要となります。
※ただし、世帯全員の住民税非課税が確認できない
　方は、別の取り扱いとなります。
 【問い合わせ】国保年金課高齢者医療係 ☎ 83-8593

【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎ 83-8123 FAX 83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係☎ 74-5004

【診察時間】※各終了時間の 30分前までに受付
　①午前 9時～正午　②午後 1時～ 5時
　③午後 6時～ 9時

※ 7月 23 日（日）は、通常通り診察を行います。

真岡病院真岡病院

受給資格期間短縮受給資格期間短縮にかかるにかかる
年金年金のの請求請求やや国民年金保険料国民年金保険料のの
納付納付についてのについての相談会相談会

　日本年金機構から「年金請求書（短縮用）」が送
られた方を対象とした年金受給に関する相談や、国
民年金保険料の納付に関する相談を、年金事務所の
職員が、出張窓口を開いてお答えします。
ぜひこの機会にご相談ください。
【とき】7月 26日（水）　午後 2時～ 7時
【ところ】市公民館　第７会議室
　※待ち時間を少なくするため、年金受給に関する    
　　相談については、宇都宮東年金事務所に事前予
　　約をお願いします。
【問い合わせ】国保年金課国民年金係  ☎ 83-8593
　二宮支所福祉国保窓口係  ☎ 74-5004
　宇都宮東年金事務所 ☎028-683-3211（自動音声案内2番）

8月8月からから新しい高齢者受給者証新しい高齢者受給者証ですです
　現在お使いの受給者証は、7月31日までです。8月
から使用する新しい受給者証は、7月下旬に郵送します。

料金無料
秘密厳守 ８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 8日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 8日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※7/28（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

8日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

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

1、8、22 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 1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

雷や打ち上げ花火で雷や打ち上げ花火で
犬犬がが逃げ出さないために逃げ出さないために
　この時期、雷や打ち上げ花火の大き
な音に犬がびっくりしてしまい、「家か
ら犬が逃げてしまった」との相談が多
く寄せられます。犬が迷子にならない
よう、以下のことに十分気を付けてく
ださい。
■雷が鳴り出したときは、犬などの動物は家の中に
　入れるなど、逃げ出さないよう管理しましょう。
■犬の身元証明である鑑札および注射済票は必ず
装着しましょう。連絡先を書いた名札・マイクロ
チップも飼い主を探す手掛かりになります。
■もしも逃げてしまった場合は、市環境課および県動
物愛護指導センター、真岡警察署へすぐに連絡し
てください。

【問い合わせ】環境課環境保全係 ☎83-8125 FAX 83-5896
　県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458
　真岡警察署 ☎ 84-0110

◆ ◆チケット好評発売中◆ ◆◆ ◆チケット好評発売中◆ ◆
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
【入場料】全席指定　7,300 円（前売・税込）
　※未就学児入場不可
【プレイガイド】
市民会館窓口 ☎ 83-7731(8:30 ～ 17:15、日・
月・祝日休み）、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/、楽天チケット
https://ticket.rakuten.co.jp/

【主催】SOGO TOKYO、RADIO BERRY、市民会館
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・祝日休み）
　SOGO TOKYO　☎ 03-3405-9999
　（正午～午後1時、午後4時～7時 ※日・祝日を除く）

第一子育て支援センター第一子育て支援センター
7/22（土）臨時休館7/22（土）臨時休館

　真岡市夏祭り大花火大会の開催に伴い、周辺道路真岡市夏祭り大花火大会の開催に伴い、周辺道路
の混雑が予想されるため、7月 22 日（土）、第一の混雑が予想されるため、7月 22 日（土）、第一
子育て支援センターは終日休館となります。子育て支援センターは終日休館となります。
　7月 23日（日）は通常通り開館しています。　7月 23日（日）は通常通り開館しています。
【問い合わせ】
　第一子育て支援センター ☎ 84-1545（FAX兼用）

日本赤十字社日本赤十字社
平成 29 年 7 月 5 日からの平成 29 年 7 月 5 日からの
大雨災害義援金 大雨災害義援金 現在受付中現在受付中

共同募金会共同募金会
平成 29 年 7 月 5 日からの平成 29 年 7 月 5 日からの
大雨災害義援金 大雨災害義援金 現在受付中現在受付中

 　この度の九州地方における 7月 5日から続く大
雨による豪雨災害に伴い、市では被災された方々の
一刻も早い復旧を願い、募金箱を設置しています。
　皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。
【設置場所】市役所「社会福祉課」および「市民課」、
　二宮支所、公民館「生涯学習課」
【受付締切】8月 31日（木）

 【問い合わせ】社会福祉課 社会福祉係
　 ☎ 81-6943　FAX83-8554

　本義援金を拠出された方については、所得税法
および法人税法、地方税法により一部免除を受け
ることができる場合があります。この取り扱いを
希望される場合は足利銀行又は栃木銀行に専用の
振込依頼書がございますので、そちらをご利用く
ださるようお願いします。
※専用の振込依頼書を使用すれば振込手数料は無料

◆税控除を受けられる方◆

　この度の九州地方における 7月 5日から続く大
雨による豪雨災害に伴い、被災された方々の一刻も
早い復旧を願い、募金箱を設置しています。
【受付窓口】社会福祉協議会（共同募金会真岡市支会）
【受付締切】8月 31日（木）

　本義援金を拠出された方については、所得税法お
よび法人税法、地方税法により一部免除を受けるこ
とができる場合があります。この取り扱いを希望さ
れる場合は、必要書類がございますので、受付窓口
にてお申し出くださるようお願いします。

◆税控除を受けられる方◆

 【問い合わせ】社会福祉協議会
　 ☎ 82-8844　FAX82-5516


