
一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき体操教室いきいき体操教室

　ストレッチや筋トレにより体幹をしっかりさせ、
転倒予防に取り組みませんか。
【とき】 1 月 9日（火）開始  毎週火曜日
　（全 12回）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】フィットネススパ　KISEKI
【対象】市内在住の 65歳以上の方　先着 10名
【講師】KISEKI支配人　向吉　利洋 氏
【申し込み・問い合わせ】 いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】12月14日（木）午前9時50分～11時 15分
　（受付：午前 9時 45分まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成29年 9月生まれの
　乳児と保護者　先着 17組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「赤ちゃんとの　
日常生活・産後ママの体のケア」ほか

【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】12月1日（金）午前 9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

市民市民
講座講座 冬休み小学生将棋教室
　小学生にもわかりやすく将棋の初歩を教えます。
【とき】12月 26日（火）、27日（水）、1月 4日（木）、
　5日（金）　午後 1時 30分～ 3時（全 4回）
【ところ】市公民館 第 7会議室
【対象】市内の小学1年～6年生  20人（定員超抽選）
【受講料】無料　【持ち物】飲み物
【申し込み】12月8日（金）までに、下記へ電話申し
込み（午前8時30分～午後5時15分）

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

ちゃれんじもおかちゃれんじもおか
バーデ de エクササイズバーデ de エクササイズ

体験教室参加者募集体験教室参加者募集
　自由参加型のバーデプール教室です。
水中ウォーキングや音楽に合わせ楽しく体を動か
し、無理なくシェイプアップ、筋力アップができます。
【募集コース】  1 ～ 2月コース：40人 
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）バーデプール
【内容】2カ月間でバーデプールレッスンを 5回、
自由に選んで参加　

【対象】30～64歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・コレ
ステロールなどが気になり運動したいと考えている方

【申し込み】12 月 25 日（月）までに井頭温泉へ
電話申込⇒ 12 月 25 日（月）（15:00 ～ 17:00）
までに井頭温泉で資料受取　
　※お一人様、年 1回 1コースの参加
【申し込み】井頭温泉 ☎83-8822（10:00～21:00 火曜休）
【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 

12 月に 70 歳を迎える方へ12 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

　12 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 12月 31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
　または、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。12 月に申請された方への温泉券の交
付 枚数は 4枚（4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

人権相談のお知らせ人権相談のお知らせ
　人権擁護委員が相談にのります。※秘密は厳守します。
期日 時間 場所

12/5（火）17:00 ～19:00
青年女性会館  会議室
二宮コミュニティセンター

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

平成30年平成30年 真岡市成人式 真岡市成人式
保護者の方への観覧席をご用意しました保護者の方への観覧席をご用意しました
　観覧を希望される方は整理券が必要です。
【配布枚数】成人者世帯につき 1席、先着 100席
【整理券の配布】生涯学習課にて、12月 8日（金）
から配布、定員になり次第終了。
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※日曜・祝祭日、年末年始（12/29 ～ 1/3）は
　配布しておりません。

【成人式当日】整理券をお持ちでない方は入場でき
ません。
　※式典が始まってからの入退場はできません。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜 ･祝日休）

国民年金保険料は全額国民年金保険料は全額
「社会保険料控除」「社会保険料控除」のの対象対象ですです
　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告にお
いて全額が社会保険料控除の対象となります。その
年の１月１日から 12月 31 日までに納付した保険
料が対象です。
　社会保険料控除を受けるためには、納付したこと
を証明する書類の添付が義務付けられています。
　このため、平成 29年１月１日から 10月 2日ま
での間に国民年金保険料を納付された方について
は、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が平成 29年 11 月上旬に日本年金機構から送付さ
れていますので、年末調整や確定申告の際には必ず
この証明書（または領収証書）を添付してください。
　また、平成29年 10月 3日から12月 31日まで
の間に、平成29年に初めて国民年金保険料を納付
された方については、平成30年２月に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合
も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の
上、申告してください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
についてのご照会は、ねんきん加入者ダイヤル
０５７０－００３－００４にお願いします。
【受付時間】月～金曜日：午前8時30分～午後7時
　第２土曜日：午前 9時～午後 5時
　※祝日（第2土曜日除く）、12月29日～1月3日は、
　ご利用できません。
【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

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
真岡市立図書館真岡市立図書館
★クリスマス工作★

　簡単でかわいいフォトスタンドを作ります。
【とき】12月 24日（日）午後 2時～ 3時
【ところ】市立図書館 2 階会議室　【参加料】無料
【対象】小学生以下（幼児は保護者同伴）先着16人
【申し込み】12 月 1 日（金）から市立図書館カウ
　ンターまたは電話受付

★子ども向け特別映写会★
　「クリスマス・カンパニー」（30分）を上映します。
【とき】12月 24日（日）午後 3時～ 3時 30分
【ところ】市立図書館 2 階会議室 　【申し込み】不要
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

二宮図書館二宮図書館
★クリスマスおたのしみブック★

　クリスマスにおすすめの本をラッピングして貸し
出しします。どんな本が包まれているかはお楽しみに。
【期間】12月16日（土）～24日（日）【申し込み】不要
【その他】子ども向け、大人向け冊数制限があります。

★クリスマス工作★
　簡単でかわいいフォトスタンドを作ります。
【とき】12月 23日（土）午後 1時～ 2時
【ところ】二宮図書館　おはなし室
【対象】小学生以下（幼児は保護者同伴）先着12人
【申し込み】12 月 1 日（金）から二宮図書館カウ
　ンターまたは電話受付
【問い合わせ】二宮図書館　☎ 74-0286

～推薦してください～～推薦してください～
中小企業中小企業のの優秀社員優秀社員をを表彰表彰
　市では事業所長が推薦する方を優秀社員として
表彰しています。次の①～⑤すべてに該当する方が
いる場合には市商工観光課まで推薦してください。
①真岡市内に本社を有する社員 50人以下の同一事
　業所に、8年以上勤務する正社員およびパート社員
 ※身障者手帳を有する者は 5年以上。勤続年数基
　 準日は平成 29年 12月 31日現在
②以前に同種の表彰を受けていない方、または受
　賞後 10年以上経過した方
③対象者の年齢については、おおむね65歳以下の方
④家族社員（事業主と同一生計の親族）やこれに
　準ずる方、役職員（経営権を持つ役員）は除く
⑤市外居住者でも可
※事業所、事業主、推薦を受ける方は税金を滞納
　していないこと

【提出物】所定の推薦書（市商工観光課窓口、市ホー
ムページからも印刷可）、勤続年数を証明する書
類（8年以上前の給与台帳の写し・社会保険証の
写しなど）、各 1部

【申込期限】12月 28日（木）まで

技能検定合格者技能検定合格者をを表彰表彰しますします
　市では、市内に在住している方で、技能検定 1
級および単一等級の合格者への表彰を行っていま
す。下記の条件を満たす方は、商工観光課までお知
らせください。
【表彰対象者】平成 28年度後期、平成 29年度前期
技能検定試験の 1級および単一等級合格者で市
内在住の方

【報告】対象者がいる場合には、合格証書の写しを
下記窓口まで持参いただくか、郵送または FAX
でご提出ください。

【申込期限】12月 20日（水）まで
【申し込み・問い合わせ】真岡市荒町 5191 番地　
　真岡市産業環境部商工観光課勤労者係　
　☎ 83-8134　FAX83-0199

市民市民
講座講座

お正月用　
フラワーアレンジメント教室

【とき】12月26日（火）午後7時～9時
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方 先着30人
【受講料】3,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用ハサミ
【申し込み】12 月 5 日（火）から下記電話、窓口
で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107  FAX 74-0187（日・月曜・祝日休）

  クリスマスファミリーコンサートクリスマスファミリーコンサート
【とき】12月 2日（土）　午前 10時 30分から
【ところ】第一子育て支援センター
【対象】就学前のお子様とその保護者　【参加料】無料
【内容】サンタクロースと歌おう、ピアノ連弾など
【問い合わせ】第一子育て支援センター
　☎ 84-1545 （FAX兼）

弾など

男女共同参画セミナー
「災害に強い地域づくりのために」「災害に強い地域づくりのために」
～防災・減災に女性の力を生かす～～防災・減災に女性の力を生かす～

　暮らし生き続けるための地域づくりに
女性の視点は無くてはなりません。男女
共同参画が重要であることをお伝えします。
【とき】12月7日（木）午後6時30分開演（午後6時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【講師】宗片 恵美子 氏　【入場料】無料
【問い合わせ】真岡市教育委員会 生涯学習課 
　☎ 82-7151　FAX 83-4070

市税・水道料市税・水道料などなど一斉納税指導一斉納税指導
　休日、夜間を含め、市職員が該当者宅を訪問し、
納税・納入指導を行います。
【対象】市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税）、国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、
水道・下水道使用料
※訪問する職員は顔写真付きの「真岡市職員証」を
　携帯しています。

夜間・休日収納窓口
　《夜間》毎週水・金曜日 午後 5時 15 分～ 7時
　《日曜日開庁》毎月第 1・3日曜日 
　　午前 8時 30 分～正午
　《その他》12月 16 日（土）・17 日（日）
　　午前 8時 30 分～午後 3時
　市税のほかに次の使用料は、納付書を持参した場
合、納付可能です。
保育料、市営墓地管理手数料、家庭雑排水処理
手数料、市営住宅使用料、水道・下水道使用料
【問い合わせ】納税課納税推進係 ☎83-8489 FAX83-6205

使いやすい年間スケジュール帳　平成30年版
「栃木県民手帳」販売中!「栃木県民手帳」販売中!
～「とちぎ」に「あなた」に、身近な一冊～～「とちぎ」に「あなた」に、身近な一冊～

【販売場所】市役所本庁舎西側 売店
【仕様】ビニール表紙（緑色）
【価格】ポケット判（12.4 ㎝× 7.6cm）432 円（税込）
　通常判（14.7 ㎝× 8.9cm）540 円（税込）
※県内一部コンビニエンスストア、書店、文具店で
　も販売しています。
【問い合わせ】企画課統計係 ☎83-8109 FAX83-5896
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