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11 月に 70 歳を迎える方へ11 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

　11 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 11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。11 月に申請された方への温泉券の交
付 枚数は 5枚（5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

～火の用心　ことばを形に　習慣に～～火の用心　ことばを形に　習慣に～
11/9（木）～ 11/15（水）11/9（木）～ 11/15（水）
秋の全国火災予防運動秋の全国火災予防運動

　これからの季節は空気が乾燥し火災が発生しやすく
なりますので火の取り扱いには十分注意しましょう。
また、住宅では火を使う場所だけではなく、建物の周
辺にも燃えやすいものは置かないようにしましょう。
　さらに、火災による逃げ遅れをしないよう、住宅
用火災警報器を設置しましょう。
　消火器や住宅用火災警報器の悪質な訪問販売が発
生していますので、十分にご注意ください。
　火災予防運動期間中、午前 7時と午後 7時にサ
イレンを鳴らします。
（吹鳴方法：７秒吹鳴・３秒休止を２回繰り返し）
【問い合わせ】真岡消防署 ☎ 82-3161

第 22 回 第 22 回 真岡市音楽祭真岡市音楽祭
　合唱・吹奏楽・太鼓など、子どもから大人まで真
岡市内の音楽団体が日頃の練習の成果を発表します。
【とき】11月 12日（日）午前 9時 20分開演
　（午前 9時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）
【入場料】無料（整理券あり）
【出演団体】童楽鼓（せんだん幼稚園）、小学校合同
　吹奏楽団、真岡市民交響楽団、オカリーナもおか、
　舞ヶ丘合唱団、尊徳太鼓保存会ほか
【主催】真岡市音楽祭実行委員会、真岡市教育委員会
【問い合わせ】
　真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

後期高齢者健康診査施設健診 実施中後期高齢者健康診査施設健診 実施中
【実施期間】11月 30日（木）まで
【対象者】昭和 17年４月１日以前に生まれた方
　※対象の方には 8月末に個別通知しました。
【健診費用】無料
【注意】年度内に 75歳になる方（昭和 17年 4月 2
日～昭和 18年 4月 1日生まれの方）は、集団健
診（生活習慣病健診）をご利用ください。施設健
診（医療機関での健診）の対象とはなりません。

※詳細は、下記まで問合せください。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122　FAX83-8619

生垣づくり補助事業生垣づくり補助事業
　生垣は、身近に触れる緑として、生活に潤いをも
たらし、空気の浄化や延焼防止の効果などがありま
す。市では、緑豊かな潤いと安らぎのあるまちづく
りを進めるために、費用の一部を助成しています。
【補助対象】　
①住宅や事業所等の敷地内に生垣を植栽する
②生垣総延長5ｍ以上かつ一般通行用道路に3ｍ以
上面している

③樹木の高さは、50㎝以上あり、1ｍ当り2本以上植栽する
【補助金額】１ｍ当り 3,000 円（上限 60,000 円）
　※生垣を植栽する前に下記へ申請が必要です。
【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎ 83-8724 FAX83-6240

【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。

戦没者等のご遺族の皆さまへ戦没者等のご遺族の皆さまへ
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

【問い合わせ】農政課農政係 
　☎83-8137　FAX 83-6208

【とき】11月 23日（木・祝）午前10時～午後3時
【ところ】真岡地区ＪＡまつり
　（真岡市大産業祭 真岡市民公園内特設テント）
【内容】新規就農希望者への個別相談、農業次世代
人材投資資金についての相談、農業法人等への就
職相談、農業研修受講相談、真岡市新規就農支援
事業についての相談
　※ＪＡ、県、市による新規就農支援のワンストッ 
　　プサービスを提供します。
　※参加希望者は事前予約制ですが、当日受付も可。
【参加団体】真岡市、はが野農業協同組合、芳賀農
業振興事務所

ＪＡはが野、栃木県、真岡市合同就農相談会ＪＡはが野、栃木県、真岡市合同就農相談会
「新規就農相談会in真岡2017」「新規就農相談会in真岡2017」

有料広告掲載有料広告掲載をを募集募集しますします
　年間約 15万部配布している「水道検針票」（「使
用水量・料金等のお知らせ」）の裏面スペースに掲
載する有料広告を募集します。申請書等は市ホーム
ページをご確認ください。
【掲載期間】平成 30年 4月から 1年間
【広告サイズ】約 7.0cm× 13.5 ㎝以内
【広告料金】税込 30万円（全面掲載のみ）
　※分割掲載は全面掲載応募がない場合のみ対応
【募集期限】12月15日（金）※応募者多数の場合は抽選
【申し込み・問い合わせ】水道課庶務係
　☎ 83-8167 FAX 84-7512

忘れずに受けましょう忘れずに受けましょう歯周病検診歯周病検診
　平成 29年度中に 40歳、50歳、60歳、70歳を
迎える方（自分の歯がある方が対象）へ「歯周病検
診受診券」を郵送しました。受診期限は11月30日（木）
まで（休診日を除く）ですので、まだ受診されてい
ない方は、郵送資料に記載されている医療機関で忘
れずに受診してください。
※受診券を紛失された方は、再発行いたしますので、
　下記へご連絡ください。
【検診内容】①口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口
の中の清掃状況など） ②歯周ポケット (歯肉から
の出血や、歯石の有無など )

【自己負担金】400円
　※受診したときに、医療機関に支払ってください。
　※平成 29年度中に 70歳を迎える方は無料です。

後期高齢者歯科健診は今月までです後期高齢者歯科健診は今月までです
忘れずにお口の状態をチェックしましょう忘れずにお口の状態をチェックしましょう
　平成 29年度中に 76 歳を迎える方へ「後期高齢
者歯科健診受診券」を郵送しました。受診期限は
11 月 30 日（木）まで（休診日を除く）ですので、
まだ受診されていない方は、郵送資料に記載されて
いる医療機関で忘れずに受診してください。
※受診券を紛失された方は、再発行いたしますので、
　下記へご連絡ください。
【健診内容】口腔内・義歯の状態（歯や歯肉の状態、
口の中の清掃状況など）、歯周ポケット (歯肉から
の出血や、歯石の有無など )　【自己負担金】無料

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122　FAX83-8619

身体障がい者のための身体障がい者のための
巡回相談巡回相談

　肢体不自由の方の身体障害者手帳の申請（程度変
更含む）および相談（無料）を行います。
【とき】12月 7日（木）　午後 2時～ 4時
【ところ】総合福祉保健センター
【主催】とちぎリハビリテーションセンター
【申し込み】11月24日（金）までに下記へ申し込み
【申し込み・問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
6:00
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
「秋の全国火災予防運動」
・もおかインフォ
「新しい印鑑登録証」
「糖尿病」　

6:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操　
11月のテーマ
「ウォーキング」

◆小学校運動会
大内中央小学校　11 月 7日 8:00 ～、11月 11日 8:00 ～
亀山小学校　　　11 月 8日 8:00 ～、11月 11日 15:00 ～
真岡西小学校　　11 月 9日 8:00 ～、11月 12日 8:00 ～
真岡東小学校　　11 月 10日 8:00 ～、11月 12日 15:00 ～

【11 月 6日（月）～ 11月 12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。
【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

6:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート  
　ケーキ
「第 24 回真岡 
市グラウンド・
ゴルフ協会二
宮支部例会」
「第３４回 真岡井
頭マラソン大会」

13:00
20:00◆コットンタイム「第 15 回消防職員

意見発表会」　

～「都市鉱山からつくる！みんなのメダル
プロジェクト」に参加します～

　2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラ
リンピック競技大会の入
賞メダルに不要となった、
小型家電に含まれるリサ
イクル材（金・銀・銅）
が活用されることになりました。
　東京 2020 組織委員会が主催するこの取り組み
に、真岡市も参加することにしました。
　真岡市大産業祭と同日開催の消費者まつり環境展
で、使用済小型家電のイベント回収を行い、集まっ
た小型家電を「都市鉱山からつくる！みんなのメダ
ルプロジェクト」へ渡します。小型家電制度対象品
目全てを回収しますので、ご家庭で不要となった小
型家電（エアコン、テレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯・
衣類乾燥機を除く）をお持ちください。
【とき】11月23日（木・祝）午前10時～午後3時
【ところ】市民会館南側芝生広場
【問い合わせ】環境課清掃係
　☎83-8126　FAX 83-5896

11/23（木・祝）真岡市大産業祭で11/23（木・祝）真岡市大産業祭で
使用済小型家電を回収します使用済小型家電を回収します

第48回真岡市駅伝競走大会第48回真岡市駅伝競走大会
交通規制にご協力ください交通規制にご協力ください
【日時】11月 12日（日）
　交通規制時間帯　午前 9時 30分～正午

【問い合わせ】スポーツ振興課
　☎ 84-2811 FAX84-6258

この区間の道路は、車両は進行方向矢印の片側
通行となります。迂回にご協力ください。大型
車両は通り抜けできません。
ランナーが走行しますので、ご注意ください。
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三つ子の魂育成講演会三つ子の魂育成講演会
世代をこえて共有できるわらべうたあそび世代をこえて共有できるわらべうたあそび
【とき】11月 11日（土）午後 2時～ 3時 30分
【ところ】市公民館 二宮分館 研修室
【対象】子育て中の親子、祖父母、保育士、幼稚園教諭など
【講師】日本わらべうた協会　理事長 田村 洋子 氏
【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室
　☎ 83-8157 FAX84-1545


