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【問い合わせ】真岡市観光協会　☎ 82-2012（FAX兼）  ※火曜日休館

【展示期間】【展示期間】3月 4日（日）まで　午前10時～午後4時 　※最終日は午後3時まで3月 4日（日）まで　午前10時～午後4時 　※最終日は午後3時まで
【ところ】久保講堂　【ところ】久保講堂　※火曜日休館※火曜日休館　 【入館料】無料　　 【入館料】無料　
◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）

『真岡・浪漫ひな飾り』開催中第九章第九章
桃の節句に女の子の健やかな成長と幸せを願い、ご家庭で飾られていたひな人桃の節句に女の子の健やかな成長と幸せを願い、ご家庭で飾られていたひな人

形や市民の方々が手作りしたつり雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示してい形や市民の方々が手作りしたつり雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示してい
ます。また、市内協力施設においても展示案内を行います。ます。また、市内協力施設においても展示案内を行います。

3 月 3日（土）久保記念観光文化交流館 ひな祭りイベント開催
　　「第九章・真岡・浪漫ひな飾り」に併せ、久保記念観光文化交流館でイベントを開催します。「第九章・真岡・浪漫ひな飾り」に併せ、久保記念観光文化交流館でイベントを開催します。
【とき】3月 3 日（土）午前 10 時～午後 3 時【とき】3月 3 日（土）午前 10 時～午後 3 時
【ところ】久保記念観光文化交流館（敷地内駐車場はイベントのため駐車できません）【ところ】久保記念観光文化交流館（敷地内駐車場はイベントのため駐車できません）
■イベント内容■イベント内容
■ ■ バルーングリーティング　① 10:00 ～ ② 11:30 ～バルーングリーティング　① 10:00 ～ ② 11:30 ～ ③ 13:30 ～ ③ 13:30 ～
■ ■ マーブリングであそぼう ① 14:00～ 15:00  ② 15:00～ 16:00マーブリングであそぼう ① 14:00～ 15:00  ② 15:00～ 16:00 （先着16人・要予約） （先着16人・要予約）
■ ■ おひな様に変身おひな様に変身　　■■ 1日限りの駄菓子屋オープン　1日限りの駄菓子屋オープン　■■フード販売あり　フード販売あり　■■真岡いちご飯試食会真岡いちご飯試食会

3月10日（土）は終日3月10日（土）は終日
自動交付機が使用できません自動交付機が使用できません

【問い合わせ】 市民課窓口係 ☎83-8117 FAX 83-8514 

　市民課前（市役所東玄関内）にある印
鑑登録証明書等の自動交付機が、庁舎電
気設備点検のため、3月10日（土）は終
日使用できません。ご不便をお掛けします。
詳しくは下記まで問い合わせください。
※3月11日（日）はご利用いただけます。

●一般事務補助　5人
【勤務場所】真岡市役所
【勤務内容】一般事務補助
【応募条件】①普通自動車免許（AT車限定可） 
　②パソコン操作（ワード・エクセル）のできる方
【賃金】日額 6,450 円
【勤務期間】4月 3日～平成 31年 3月 31日
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　7時間30分勤務（休憩60分）、原則月曜～金曜日
●学芸員　1人
【勤務場所】久保記念観光文化交流館内美術品展示館、
　まちかど美術館、文化課
【勤務内容】・企画展開催に関する業務
　・故久保貞次郎氏に関連する展示に関する業務
　・市美術展の企画に関する業務
【応募条件】①学芸員資格
　②普通自動車免許（AT車限定可）
【申し込み・問い合わせ】  総務課人事給与係　☎ 83-8099 FAX82-1065　受付時間午前 9時～午後５時
　市販の履歴書に所要事項を記入し、資格証を添えて、事前にご連絡の上、上記まで本人が直接提出してください。

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
 　③パソコン操作（ワード・エクセル）のできる方
【賃金】日額7,830円
【勤務期間】4月 3日～平成 31年 3月 31日
【勤務時間】週5日勤務のシフト制（週37時間30分）
●保育士　6人　
【勤務場所】市内保育所
【勤務内容】保育所での保育業務
【応募条件】①保育士資格
　②普通自動車免許（AT限定可）
【賃金】日額 8,490 円
【勤務期間】4月 2日～平成 31年 3月 31日
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　7時間 30分勤務（休憩 60分）、月曜～金曜日

共通事項共通事項
【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

平成 30年度平成 30 年度
小学校外国語活動支援員小学校外国語活動支援員をを募集募集
　小学校で実施している外国語活動を、教員と協力
して支援する「小学校英語活動支援員」を募集します。
【応募条件】次の全てを満たす方　2人
　①小学校英語指導者資格（J-SHINE）を有する方、
　　または、教員免許状（英語）を有する方　
　②市内の小学校に通勤可能な方
【雇用期間】4月16日（月）～平成31年3月20日（水）
※週 3回程度

【賃金】1回 3～ 4授業で 8,000 円（午前中のみ）
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入し、資
格証の写し（小学校英語指導者資格・教員免許状）
を添えて、下記へ持参してください。
　※随時、面接を実施し、決定次第、募集を修了します。
【申し込み・問い合わせ】学校教育課指導係
　☎ 83-8181 FAX83-8080 

【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合消防本部
　真岡消防署☎ 82-3161 FAX83-3764

　　　　　　  火の用心　ことばを形に　習慣に

春の全国火災予防運動
３月１日（木）～７日（水）

　　　　　　　 この時期は、空気が乾燥し火災が
発生しやすくなるので火の取り扱いには十分注意し
ましょう。住宅内の火を使う場所だけでなく、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。また、火災が発生した際の逃げ遅れ防止の
ため住宅用火災警報器を設置し、適正な維持管理に
努めましょう。
　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。
　期間中、午前 8時と午後 7時にサイレンを鳴ら
します。（７秒吹鳴・3秒休止を 2回繰り返し）

  防災行政無線を用いた防災行政無線を用いた
全国一斉情報伝達訓練全国一斉情報伝達訓練のの実施実施
　地震や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり
情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警
報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、真岡市
以外の地域でもさまざまな手段を用いて情報伝達訓
練が行われます。
【とき】3月 14日（水）午前11時頃
【内容】防災行政無線から、次のように放送されます。

【問い合わせ】安全安心課消防防災係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 

上りチャイム音
　「これは、Jアラートのテストです」× 3
　「こちらは、ぼうさい真岡」
下りチャイム音

第 42 回第 42 回
市民芸能チャリティーショー市民芸能チャリティーショー
　真岡市文化協会会員による舞踊、吟詠、民謡、
ダンス等の発表会です。
【とき】3月3日（土）午前9時30開場、午前10時開演
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【入場料】300円（全席自由）前売り券、文化課にて発売中
【主催】真岡市文化協会芸能民舞吟部会・舞台部会・音楽部会
【問い合わせ】文化課　☎83-7731 FAX83-4070久保記念観光文化交流館ワークショップ久保記念観光文化交流館ワークショップ

～マーブリングであそぼう～～マーブリングであそぼう～
【とき】3月3日（土）①午後2時～3時 ②午後3時～4時
【ところ】久保記念観光文化交流館 観光まちづくりセンター
【対象】小学生以上 各回先着10人【参加費】100円
【持ち物等】エプロンまたは汚れてもいい服装
【申し込み・問い合わせ】 久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜休）

健康塾 ～高血糖編～健康塾 ～高血糖編～
【とき】3月8日（木）午後2時～4時 30分
【ところ】市公民館　第3・4会議室
【対象】血糖値が高めの 40～ 74歳までの市民の方【対象】血糖値が高めの 40～ 74歳までの市民の方
　　先着 30人　　　先着 30人　※糖尿病内服治療中の方は除く※糖尿病内服治療中の方は除く
【内容】①糖尿病専門医の講話【内容】①糖尿病専門医の講話
　《講師》医療法人寿泉会 小林診療所 理事長 小林隆医師　《講師》医療法人寿泉会 小林診療所 理事長 小林隆医師
　②管理栄養士の講話　②管理栄養士の講話
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619

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
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
「春の全国火災予防運動に
ついて」
・もおかインフォ
「真岡市の土地区画整理事業」　

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操　
2月のテーマ「転倒予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「真岡北陵高等学校創立 110周年記念式典」

◆真岡市議会放送予定（質疑・一般質問）
　【1日目】2/28【2日目】3/1【予備日】3/2
　10:00 ～終了まで（生中継）18:00 ～（再放送）

【2 月 26日（月）～ 3月 4日（日）放送内容予定】
6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート  
　ケーキ
「SLフェスタ」

※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

※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）

◆行ってみっぺ！
　もおか
「井頭観光いちご園」
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9:00
11:00
15:00
17:00
19:00
23:00

マイナンバーカードの申請補助マイナンバーカードの申請補助
2 月の強化月間終了のお知らせ2 月の強化月間終了のお知らせ
　現在、本庁市民課で行っている無料の写真撮影と
マイナンバーカード申請補助につい
て、延長窓口および休日窓口での受
付に限り、2月 28日（水）で終了と
なります。
　3 月以降は、従来の受付時間のみ
となりますのでご注意ください。
【3月以降の受付時間】
　平日 午前8時30分～午後5時15分
※延長窓口、休日窓口、二宮支所での受付はできません。
★マイナンバーカードは、発行から10回目（20歳
未満は５回目）の誕生日での更新が必要です。

平成31年平成31年４月からコンビニ交付開始４月からコンビニ交付開始
　顔写真付きのマイナンバーカードに搭載された利
用者用電子証明書を使用して、コンビニにて住民票
などの証明書が取れる、コンビニ交付のサービスが
平成 31年 4月から開始予定です。
　サービス開始に伴い、マイナンバーカードの申請
が短期間に重なると交付までにお時間がかかります
ので、お早めにご申請ください。
【交付できる証明書】
  ◆住民票　◆印鑑証明書　◆所得・課税証明書
【利用できる時間】6:30 ～ 23:00
　（土日祝日も対応可）
　※窓口が閉まっている
　　時間でも、コンビニ
　　等で証明書が取れます。
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
・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
・コンビニでの証明書交付（住民票など）
　※平成31年4月から開始予定
　※コンビニ交付で使用する電子証明書は、発行から
　　5回目の誕生日での更新が必要です。
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514

コンビニ交付
開始は、来年の
4月からですので
お間違いなく！

  Weekly Newsもおか2/16号お詫びと訂正Weekly Newsもおか2/16号お詫びと訂正
「芳賀保護区保護司会更生保護サポートセンター開設」記事
　Weekly News もおか 2/16 号掲載の上記記事に
つきまして表記に誤りがありましたのでお詫びし
て訂正いたします。正しくは下記の通りです。
「芳賀保護区保護司会更生保護サポートセンター開設」


