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【支給の対象者】平成 27 年 4月 1日において、恩
給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金を受ける方（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、ご遺族お一人に特別弔
慰金が支給されます。

戦没者等戦没者等のの遺族遺族に対するに対する特別弔慰金特別弔慰金
（第10回特別弔慰金）（第10回特別弔慰金）がが支給支給されますされます

　※対象の詳細は下記までお問い合わせください。
【支給内容】額面 25万円。5年償還の記名国債
【請求期限】平成 30年４月２日（月）まで
【提出書類】提出書類については、戦没者およびご
遺族の状況により異なります。下記へお尋ねくだ
さい。※窓口の混雑が予想されるため、相談、書
類提出等は事前に日時をお知らせください。

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

　計量法の規定に基づき、水道メーターの交換を行います。
【期間】9月 15日（金）～ 10月 5日（木）
【対象】該当するお客さまには、個別に登録されて    
いる住所へ通知します。

【その他】交換は市指定給水装置工事事業者が、該
当となるお宅に直接伺います。

※水道メーターの交換中は、約 10分間程度水道が  
　使えなくなります。
※留守の場合でも交換することがあります
　のでご了承ください。
●メーター交換は無料です。交換業者を
　装った悪質な訪問販売にはご注意ください。
●交換業者は、市で発行した証明証を提示します。
●交換および検針に支障をきたしますので、メーター
　ボックスの上に物を置いたり、近くに犬などをつ
　ながないようお願いします。

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします

【問い合わせ】水道課庶務係 
　☎ 83-8167　FAX84-7512

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レント（胸部レント
ゲン検診）ゲン検診）をを受診しましょう！受診しましょう！
【対象】40歳以上の方（昭和53年4月1日以前生まれ）
　で、年 1回の胸部レントゲン検診を受けていない方
　※次の方は対象から除きます。
①妊娠中やその可能性がある方 ②生活習慣病健
診（集団健診）で肺がん検診を受診または受診予
定の方③勤務先・医療機関で受診または受診予定
の方

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよい
　日時・会場で受診してください。
【下表以外の実施日】
※詳しい時間と場所は後日WeeklyNews
　もおかでお知らせします。
【受診料】100円（かくたん検査希望の方  
　は200円加算）　
【検診結果】個別通知
【注意】ボタン・金属のついた肌着を身につけないでください。

と　き ところ

9/11
（月）

8:50‐   9:00 石川酒店（中）
9:25‐   9:45 粕田寺分公民館
10:10‐10:20 大沼公民館
10:45‐11:05 長田公民館
13:00‐13:20 柳林公民館
13:45‐14:05 中村保育所
14:30‐15:00 総合福祉保健センター

9/19
（火）

 8:50‐     9:10 歴史資料保存館（旧高田分校跡）
　9:35‐  9:55 三谷公民館（旧二宮地区）
10:20‐10:40 沖公民館
11:05‐11:25 東物井公民館
13:00‐13:10 大和田公民館
13:35‐13:55 横田公民館
14:20‐14:40 物部会館
15:05‐15:25 北鹿公民館

9/22
（金）

   9:20‐   9:50 青田北公民館
10:15‐ 10:45 古山公民館
11:10‐11:30 上大曽公民館
13:00‐13:30 久下田小学校
13:45‐14:15 どんとこい広場

※レントゲン車が巡回します。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX83-8619

9 月に 70 歳を迎える方へ9月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　9月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 22年 9月 30日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係、二宮支所
　福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。9月に申請された方への温泉券の交付
　枚数は 7枚（7カ月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

～下水道のこと、もっと身近に知ってください～～下水道のこと、もっと身近に知ってください～

『下水道週間』『下水道週間』
9月４日（月）～８日（金）9月４日（月）～８日（金）
◆水処理センターの見学会（一般公開）◆

　職員が施設をご案内します。
　※事前に水処理センターへご連絡ください。
【時間】午前 10時、午後 2時
【ところ】真岡市水処理センター（八木岡1309番地）
　☎ 82-7313　FAX82-7741
◆下水道に関することについてお答えします◆

【時間】午前 9時～午後 5時
【ところ】下水道課（上下水道棟２階）
【問い合わせ】下水道課 業務係
　☎ 83-8160 FAX83-8142

【問い合わせ】企画課管財係
　☎ 83-8103 FAX 83-5896

公共施設に関するアンケートに公共施設に関するアンケートに
ご協力くださいご協力ください

　真岡市公共施設再配置計画の策定にあたり、市民の
皆さまから広く意見を求めるためのアンケートを実施
していますので、ご協力くださいますようお願いします。
【調査対象】無作為抽出による18歳以上の市内在住者

第 16 回民謡コンクール第 16 回民謡コンクール
　真岡民謡連合会会員による民謡コンクールです。
多くの出演者が、各部門での優勝を目指して熱唱し
ます。ぜひ、ご来場ください。
【とき】9月 9日（土）午前 10時開演（午前 9時開場）
【ところ】市民会館大ホール 　
【入場料】無料
【主催】真岡民謡連合会
【問い合わせ】文化課 文化振興係
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

10月10月からから休日窓口サービス休日窓口サービスをを
拡充拡充します！します！

　毎月、第 1・3日曜日に開設している休日窓口で、
税務証明（一部）の発行を開始します。
【発行する証明書】
　■所得・課税証明書（住民税決定証明書）
　■児童手当用所得証明書　■非課税証明書
【10月の延長窓口】
　◆とき：1日（日）、15日（日）午前8時30分～正午
　◆ところ：市役所税務課窓口
【問い合わせ】税務課 諸税係
　☎ 83-8112 FAX 82-1066

真岡市ファミリー・サポート・センター真岡市ファミリー・サポート・センター
提供会員（子育て支援員）研修提供会員（子育て支援員）研修
　真岡市ファミリー・サポート・センターは、「子育
ての手助けをしてほしい方（依頼会員）」と「子育て
のお手伝いをしたい方（提供会員）」が会員となり、
育児の相互援助を行う組織です。
　提供会員として活動するためには、栃木県で実施
する子育て支援員研修（基本および専門）を受講し
た後に、真岡市ファミリー・サポート・センターに会
員登録していただくことになります。
【対象】市内に在住し、心身ともに健康で子育てに
　熱意と意欲のある20 歳以上の方（学生を除く）
【基本研修】次の 3会場から選択
　◆県央会場：9月22日(金)、29日（金）栃木県教育会館
　◆県南会場：9月17日（日）、10月 8日（日）
　　　国際ティビィシィ小山看護専門学校
　◆県北会場：9月18日（月）、24日（日）トコトコ大田原
【専門研修】①～④全ての日程に参加
　①10月10日（火）②10月16日（月）③11月1日（水）
④11月21日（火）栃木県教育会館

【研修費用】無料（ただし、テキスト代、会場への交
通費や昼食等は自己負担）

【申し込み】研修の始まる日のそれぞれ10日前まで
に申込書必着（先着順）
　TBC福祉教育センター子育て支援員研修事務局へ
申込用紙の郵送、またはFAXにてお申込みください。
※申込用紙は市児童家庭課窓口で配布、真岡市ファ
ミリー・サポート・センターのHPからダウンロード
できます。

【その他】会員登録方法、事業内容については、市
　児童家庭課までお問い合わせください。

【研修の申し込み】
　TBC 福祉教育センター子育て支援員研修事務局
　☎ 028-651-2171  FAX 028-614-8502
【会員登録方法・事業内容についての問い合わせ】
　真岡市ファミリー・サポート・センター
　（児童家庭課内）☎ 83-8131 FAX 82-2340
　（開設時間）月～金曜日　午前8時30分～午後5時

もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内

6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
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「自然災害に対する備え」
・広報もおかTV「あの日あのころ（9月号）」ほか
・もおかインフォ「まち・ひと・しごと創生総
　合戦略の経過と今後の取り組み」
　「空き家バンク制度」

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショートケーキ
　「真岡どろんこバレーボ
　ール大会2017」　
　「第２５回喜望荘納涼祭」

【9 月 4日（月）～ 9月 10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。
※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

◆コットンタイム
　「真岡の夏まつ
り荒神祭②」

13:00
20:00

真岡市嘱託職員真岡市嘱託職員をを募集募集
●保健師　1人　【勤務場所】健康増進課
【応募条件】次の全てに当てはまる方
　①保健師の資格をお持ちの方 ②普通自動車免許
　をお持ちの方（AT限定可） ③パソコン操作（ワード・
　エクセル）のできる方
【勤務内容】①母子保健に関する業務で、妊産婦保健
　指導、乳幼児の集団健康診査、乳幼児の訪問指導、
　育児教室等の企画運営 ②特定保健指導
【勤務期間】10月 1日～平成 30年 3月 31日
　※試用期間 14日間
【勤務時間】午前8時 30分～午後5時（原則）
【賃金】月額 244,200 円　※保健師業務を 3年以上
経験している場合は、月額 252,700 円

【手当等】通勤手当 (2km以上該当、上限 7,100 円 )
　健康保険・厚生年金・雇用保険加入
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前に
ご連絡の上、資格証を添えて下記へ本人が直接提出

【選考方法】申込時の面接および書類選考の合格者を
対象に、9月15日（金）に2次面接試験を行い選考

【受付時間】午前 9時～午後 5時
【申し込み・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課人事給与係
　☎ 83-8099 FAX82-1065

プロから学ぶプロから学ぶ楽しい歩き塾楽しい歩き塾
【とき】① 9月 26日（火）② 9月 27 日（水）　　
　③ 10月 4日（水）午前 9時～ 10時 10分
【ところ】①総合運動公園（山前）（集合：西側駐車
場トイレ付近） ②③井頭公園（集合：プール売店
付近自由広場）※何度でも参加可　【定員】50人

【講師】スポーツインストラクター　向吉 利洋 氏
【対象】何かをしたい、体力を付けたい、歩くきっ
かけがほしい、歩きたい、と思っている方

【持ち物】飲み物 ※歩きやすい服装で参加ください。
【申し込み】5日前までに下記へ申し込みください。
　※小雨決行・荒天時中止
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619 
　Eﾒｰﾙ：kenkou@city.moka.lg.jp


