
平成30年住宅・土地統計調査の平成30年住宅・土地統計調査の
単位区設定にご協力ください単位区設定にご協力ください
　平成 30年 10 月 1日に実施される「住宅・土地
統計調査」に先立ち、栃木県知事に任命された指導
員（指導員証を携帯）が、「住宅」と「住宅以外で
人が居住する建物」の数などの確認をする「単位区
設定」を行いますので、該当する 172 調査区（詳
しくは市ＨＰをご覧ください）の皆さまのご協力を
お願いいたします。なお、収集結果は、統計作成以
外の目的に使用されることはありません。
【実施期間】1 月中旬～ 2月中旬
【作業内容】◆敷地内の建物数を確認します。（世帯
の方に質問させていただく場合があります）◆ア
パートやマンションなどの共同住宅では、指導員
が建物内の戸数を確認します。◆旅館や事務所は
管理をしている方に居住世帯の有無を確認します。

【実施機関】総務省・栃木県・真岡市
【問い合わせ】  企画課統計係
　☎ 83-8109 FAX83-5896

市民市民
講座講座

【とき】2月 9日、16日、23日、3月 2日、9日
　午前9時30分～11時 30分（毎週金曜日、全5回）
【ところ】中村農村環境改善センター
【対象】市内在住または在勤の方  先着 15人
【持ち物】水彩用絵の具、古タオル1本、2Bの鉛筆1本
　※絵の具、筆、パレット、水入れは貸出もあります
【受講料】300円（材料費）
＜共通事項＞
【申し込み】1月 23日（火）～ 27日（土）までに、
下記窓口または電話・FAXで受付

【申し込み・問い合わせ】中村農村環境改善センター
　☎82-2902 FAX83-6148（日・月曜・祝日休）

初心者の水彩画 中高年の方歓迎！
静物画を描こう

市民市民
講座講座 尺八を吹こう

【とき】2月 7日、14日、21日、28日、3月 7日
　午前9時30分～11時 30分（毎週水曜日、全5回）
【ところ】中村農村環境改善センター
【対象】市内在住または在勤の方  先着 10人
【持ち物】尺八（練習用の貸し出しあり）
【受講料】テキスト代（500円）

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/

外国籍市民の皆さんへ外国籍市民の皆さんへ
市長市長とのとの懇談会懇談会ににご参加ご参加くださいください
　外国籍市民の皆さまから市政に対するご意見・ご
要望をお聞きし、今後の取り組みの参考とさせてい
ただくため、下記日程により「市長との懇談会」（市
長との話し合い）を開催します。多くの方の参加を
お待ちしています。
【とき】1月 30日（火）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】市公民館　2階　第 7会議室
【対象】市内に居住または勤務し、ある程度の日本
語会話の可能な外国籍市民　50人程度
　※スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・英語・
　中国語の通訳あり

【申込期限】1月 25日（木）までに、氏名・年齢・
性別・国籍・質問事項を、下記までご連絡ください。

【申し込み・問い合わせ】  安全安心課国際交流係　
　☎ 83-8719 FAX83-8392
　Eメール :anzen@city.moka.lg.jp

【ポルトガル語】【ポルトガル語】

Aos Cidadãos EstrangeirosAos Cidadãos Estrangeiros
"Debate com o Prefeito""Debate com o Prefeito"

Será realizado o "Debate com o Prefeito", onde 
o objetivo é ouvir as opiniões e sugestões dos 
Estrangeiros residentes da cidade para tratar 
do melhoramento de serviços que a Prefeitura 
pode prestar aos Cidadãos e também da 
convivência com os Cidadãos Japoneses na 
cidade. Contamos com a vossa presença.
Detalhes
1 Data:30 de janeiro, terça-feira, a partir das 
   19:00 às 20:30 
2 Local:Moka Kouminkan, 2° andar
　(Em frente ao Corpo de Bombeiro de Moka)
3 Alvo:50 Estrangeiros residentes ou
   trabalhadores na cidade de Moka, com
   conhecimento básico no idioma Japonês.
   (Intérpretes; Chinês, Espanhol, Filipino,
   Inglês e Português)
4 Inscrição:Até o dia 25 de janeiro, quinta-
   feira Associação de Internacional de Moka.   
【Informações】 Tel: 0285-83-8719    　　
　E-mail:anzen@city.moka.lg.jp

【スペイン語】【スペイン語】

Señores residentes extranjerosSeñores residentes extranjeros
“Dialogo abierto con el Alcalde”“Dialogo abierto con el Alcalde”
A todos los residentes extranjeros de la ciudad 
de Moka, los invitamos a participar del “Dialogo 
abierto con el Alcalde” en donde podremos 
intercambiar ideas y opiniones sobre temas de 
cómo mejorar la interrelación con ciudadanos 
japoneses, sugerencia de nuevos servicios de 
la municipalidad, entre otros.
Detalles
1 Día y hora: 30 de enero (martes) de 19:00 a 
   20:30 Horas
2 Lugar: Centro Comunitario de Moka, Sala de
   reunión 7(Moka Shi Kominkan, frente a la
   estación de bomberos)
3 Participantes: 50 personas residentes en
   esta ciudad.Conocimiento del idioma
   japonés. (Interpretes en chino,español, 
   inglés, portugués, y tagalo)
4 Inscripciones y plazo: En la Asociación
   Internacional de Moka.(MIA) Hasta el 25 de
   enero (jueves) 
　Tel: 0285-83-8719    　　
　E-mail:anzen@city.moka.lg.jp

明日開催！明日開催！真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

森 昌子コンサート森 昌子コンサート　　　　
【とき】1月 20日（土）午後 3時開演
　（午後 2時 30分開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【入場料】全席指定　前売・当日共
　S席 5,500円 A席 5,000円 ※未就学児入場不可
【当日券販売開始時間】1月 20日（土）14時～
【プレイガイド】市民“いちごホール”（市民会館）窓口
【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎ 83-7731 FAX83-4070

田町館「健康栄養講座」田町館「健康栄養講座」
【とき】1月 28日（日）午前 10時～正午
【内容】適正量を食べる事とは？　【講師】栄養士

田町館「健康講座」田町館「健康講座」
【とき】1月30日（火）午後１時30分～2時 30分
【内容】糖尿病と食事　 【講師】保健師・栄養士
＜共通事項＞
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】ほっとステーション田町館
　☎ 080-8096-9918（受付：午前 9時～午後 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

「まちなか保健室」「まちなか保健室」

科学教育センターの案内科学教育センターの案内
★科学の広場★「お宝 発見 !」★科学の広場★「お宝 発見 !」

　双眼実体顕微鏡を使って鉱物を探します。どんな
お宝が見つかるでしょう。
【とき】2月3日（土） 午前9時30分～10時30分
【対象】小 ･中学生 先着 24組
　（小学 4年生以下は保護者同伴） 
【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】1月 24 日（水）～ 26 日（金）、下記
にて電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※電話での申し込みが必要です。
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
根本山でバードウォッチング根本山でバードウォッチング
　雑木林や麓の水田を歩き、ジョウビタキや
シジュウカラなど、冬の野鳥を観察します。
【とき】2月4日（日）午前9時～11時 30分　
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止
【対象】どなたでも参加可（小学 4年生以下は保護者
　同伴、双眼鏡が使える方が望ましい）先着 20人
【持ち物等】双眼鏡、あれば野鳥の図鑑、暖かく動
　きやすい服装　【参加料】無料
【申し込み】1月21日（日）から下記にて電話受付電話受付
　（午前 8時 30分から）　（午前 8時 30分から）
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター 
　☎ 83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

や
。

平成 30年度平成 30 年度
市内体育施設の使用申請市内体育施設の使用申請
　市内体育館および 運動場の４月からの使用申請
受付を行います。下記申請先で手続きしてください。
【受付開始】３月１日（木）から
※申請日から3カ月先までの使用申請を受付します。
※体育館施設を定期的に使用する団体の登録も受付
　します。（条件有）なお、団体登録の当初受付は
　1月 31日（水）までに申請願います。

学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を
【利用できる施設（通年利用可）】市内小・中学校の
　体育館・武道館・グラウンド・真岡工業高校ナイ
　ターグラウンド
【登録資格】市在住・在勤者の方が常時 10 名以上
　で定期的に活動している団体
【申請方法】申請書を使用希望日の前月 15 日まで
　に下記へ提出。25日以降に許可書を発行します。
※平成 29年度の登録団体も 4月から引き続き利用 
　する場合は、再度登録が必要です。
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎84-2811 FAX84-6258
【申請先】総合体育館☎84-2811、二宮体育館☎74-3177

　　　　1 月 21 日（日）1 月 21 日（日）    
使用済小型家電使用済小型家電を回収しますを回収します
　小型家電を回収し、「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】1月 21日（日）午前 9時～午後３時
【ところ】市役所南側駐車場
【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126 FAX 83-5896

真岡市交通安全市民大会真岡市交通安全市民大会
【とき】1月 25日（木）午後 2時～ 3時 50分午後 2時～ 3時 50分
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　大ホール　　大ホール　※入場無料
【内容】児童による交通安全作文朗読や、栃木県警察【内容】児童による交通安全作文朗読や、栃木県警察
　音楽隊、カラーガード隊　音楽隊、カラーガード隊によるパフォーマンスなどによるパフォーマンスなど  
【問い合わせ】安全安心課交通安全係 
　☎ 83-8110  FAX83-8392

マイナンバーカードマイナンバーカードのの申請補助申請補助とと
無料無料のの写真撮影サービス写真撮影サービスのの実施実施についてについて
　顔写真つきのマイナンバーカード
の申請を希望される方へ、市民課に
てマイナンバーカードの申請をお手
伝いします。下記の受付時間に、身
分証明書（運転免許証や健康保険証
など）を持参し、本人が来庁いただ
ければ、その場で無料の写真撮影を
行い、マイナンバーカードの申請が
できます。（※15才未満または成年被後見人の方は、
法定代理人と一緒に来庁いただく必要があります）
【受付時間】平日午前 8時 30分～午後 5時 15分
　※延長窓口、休日窓口、二宮支所では実施しません
【受付の主な流れ】
　①申請書記入　②本人確認（運転免許証や保健証
など）　③職員による写真撮影　④マイナンバー
カード申請　⑤申請終了

※受付終了まで5～10分ほどお時間をいただきます。
　混雑状況によってはより多く時間をいただく場合
　があります。ご了承ください。

顔写真付きのマイナンバーカードの利用用途例顔写真付きのマイナンバーカードの利用用途例
･ 本人確認のための公的な身分証明書としての利用
・マイナンバーと身元を証明する書類としての利用
・インターネット等での電子文書の作成・送信
　（例 e-Tax の税の電子申請など）
・専用インターネットサイト「マイナポータル」を
利用した各種行政サービス（例 : 子育てOSS…子
育て分野に特化した、サービス検索やオンライン
申請サービス）

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514

2 月2月のの情報センター講座情報センター講座
①初級パソコン講座
【とき】17日（土）午後 1時 30分～ 5時 30分
【対象】初歩的な文字入力・マウス操作ができる方
【内容】文字入力、ファイルの保存、ウィンドウ操作など
②Word2013 基礎講座
【とき】18日（日）午前 10時～ 5時 30分
【対象】マウスの操作、文字入力ができる方
【内容】文字入力、文章作成、表作成、文字の装飾、
　立体文字や図の描画など
＜①、②共通事項＞
【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【定員】各回先着 10人 　【受講料】無料
【申し込み】1/26（金）10:00から電話受付
【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎ 83-8881 FAX83-8882（火曜日休）


