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※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。

小学校卒業式小学校卒業式
いちごチャンネル放送予定いちごチャンネル放送予定
学校名 放送日① 放送日② 放送日③ 放送

開始時間
真岡小 4/17（火）4/18（水）4/21（土） 15:00
真岡東小 4/19（木）4/20（金）4/22（日） 9:00
真岡西小 4/19（木）4/20（金）4/22（日） 15:00
亀山小 4/24（火）4/25（水）4/28（土） 9:00
大内中央小 4/24（火）4/25（水）4/28（土） 15:00
大内東小 4/26（木）4/27（金）4/29（日） 9:00
大内西小 4/26（木）4/27（金）4/29（日） 15:00
山前小 5/1（火）5/2（水）5/5（土） 9:00
山前南小 5/1（火）5/2（水）5/5（土） 15:00
西田井小 5/3（木）5/4（金）5/6（日） 9:00
東沼小 5/3（木）5/4（金）5/6（日） 15:00
中村小 5/8（火）5/9（水）5/12（土） 9:00
中村東小 5/8（火）5/9（水）5/12（土） 15:00
中村南小 5/10（木）5/11（金）5/13（日） 9:00
長田小 5/10（木）5/11（金）5/13（日） 15:00
長沼小 5/15（火）5/16（水）5/19（土） 9:00
久下田小 5/15（火）5/16（水）5/19（土） 15:00
物部小 5/17（木）5/18（金）5/20（日） 9:00

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　☎ 83-8496　FAX 83-5896

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
（二宮地区）（二宮地区）

　生後 91日以上の飼い犬は、生涯 1度の登録と年
1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられていま
す。最寄りの会場で実施してください。
　なお、真岡地区は 5月に実施予定です。
【とき・ところ】4 月14 日（土） 

8:30 ～ 8:50 上谷貝公民館
9:00 ～  9:20 野外活動センター
9:30 ～  9:50 谷貝新田公民館
10:00 ～10:20 堀込公民館
10:30 ～10:40 大道泉公民館
10:50 ～11:20 長沼会館
11:30 ～12:00 長島公民館
13:10 ～ 13:40 石島公民館
13:50 ～14:10 程島公民館
14:20 ～14:30 境公民館
8:30 ～ 8:50 上大曽公民館
9:00 ～  9:20 下大曽公民館
9:30 ～  9:40 青田南公民館
9:50 ～10:10 古山公民館
10:20 ～10:40 上江連公民館
10:50 ～11:10 鷲巣公民館
11:30 ～12:00 西木戸公園
13:10 ～ 13:40 どんとこい広場
13:50 ～14:10 大根田公民館
14:20 ～14:30 阿部品公民館

【とき・ところ】4 月15 日（日） 
8:30 ～ 8:40 上物井公民館
8:50 ～  9:10 西物井 1公民館
9:20 ～  9:40 東物井公民館
9:50 ～10:00 阿部岡集荷場
10:10 ～10:30 三谷公民館
10:40 ～11:00 水戸部公民館
11:10 ～11:30 高田公民館
11:40 ～12:00 原分公民館
13:10 ～13:40 二宮保健センター
13:50 ～14:20 JA二宮支店砂利駐車場
8:30 ～ 8:50 横田公民館
9:00 ～  9:10 大和田公民館
9:20 ～  9:40 沖公民館
9:50 ～10:00 北鹿公民館
10:10 ～10:30 西鹿公民館
10:40 ～11:00 桑ノ川公民館
11:10 ～11:20 下原公民館
11:30～12:00 物部会館
13:10 ～13:40 旧二宮公民館跡
13:50 ～14:20 二宮コミュニティセンター南側駐車場

【料金】登録（生涯 1回）3,000 円
　　　 注射（毎年 1回）3,300 円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）
【問い合わせ】環境課環境保全係 
　☎ 83-8125　FAX83-5896

【問い合わせ】　総務課総務文書係 ☎ 83-8106　FAX82-1065
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.city.moka.lg.jp/

【掲載枚数・料金】①長形3号：9万枚　1枠 5万円 
　　　　　　　　 ②角形2号：3万枚　1枠 5万円
【サイズ・枠数】①長形3号：縦4cm×横10cm 4枠

②角形2号：縦7cm×横20cm 3枠
【掲載期間】6月ごろからおおむね 10カ月
【募集期間】4月 2日（月）～ 4月 27日（金）
【申し込み】市ホームページにある「真岡市封筒広
　告の募集」をご覧ください。

真岡市真岡市のの封筒封筒にに広告広告をを募集募集
【問い合わせ】　都市計画課計画係 ☎ 83-8152 FAX83-8879

都市計画都市計画のの変更変更に関するに関する図書図書をを縦覧縦覧
　下記の都市計画を変更しましたので、その図書を縦覧します。

【縦覧時間】午前8時30分～午後5時 15分　
　土・日曜日、祝祭日を除く

■宇都宮都市計画地区計画の変更
　（下高間木地区、真岡商工タウン、高田新町地区、
　　　　　　　大和田産業団地、中郷・萩田地区）
■宇都宮都市計画公園の変更（中郷・萩田地区）

【とき】5月 20日（日）午前 9時～午後 2時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 
【イベント】 ◇お楽しみビンゴゲーム ◇新鮮農
　産物販売 ◇いちご横丁　など

【募集人数】1,500 人（応募多数の場合は抽選）
【料金】大人(中学生以上)1,500円、子ども（1歳以
上小学生以下）500円、乳児（1歳未満）無料

【いちご狩りの内容】◇いちご食べ放題 60分 ほか

真岡いちごフェスタ真岡いちごフェスタ
【真岡いちごまつり2018】【真岡いちごまつり2018】
　いちご狩り予約申し込み受付中！　いちご狩り予約申し込み受付中！

いちご狩りの予約申し込みは、往復ハガキでお願いします。
【募集期限】4/16（月）必着
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「いちご狩り申し込み」
④代表者氏名（ふりがな）
⑤郵便番号・住所
⑥電話番号
⑦申し込み人数
　（大人/子ども/乳児）

※中学生以下は保護者同伴
※申し込みは家族単位
※申し込みの重複は無効
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※いちご狩りの抽選結果や
　案内を事務局で記載し
　ます。

（返信の文面）

往信

【問い合わせ】真岡いちごまつり実行委員会事務局
　（農政課）☎ 83-8139 FAX83-6208

【問い合わせ】　真岡市障害児者相談支援ｾﾝﾀ  ー☎80-7765
　社会福祉課障害者福祉係☎83-8129 FAX83-8554

　障がいのある方が介護するご家族などの病気等の
やむを得ない理由により、在宅で生活することが困難
になってしまった場合に、芳賀地区内の事業所で一
時的に受入を行う事業を４月から開始しました。
【対象者】市内に住所を有する障がい者
【登録受付窓口】事前登録が必要です。
■障害福祉サービスを利用している方 ･･･
　サービス等利用計画を作成している相談支援事業所
■その他の方 ･･･真岡市障害児者相談支援センター
【注意】この事業に登録した場合でも、緊急時に他の制
　度が利用できる場合は、そちらが優先となります。
　※詳細は、下記まで問い合わせください。

障がい者緊急一時支援事業を開始障がい者緊急一時支援事業を開始

【とき】4月8日（日）午前10時～午後3時
【ところ】真岡木綿会館駐車場ほか　※小雨決行
【内容】カラフルテント市、フラワーアレンジメント、
　変面ショー、フラダンスなど
【主催】真岡商工会議所、天の織姫市実行委員会

花見と一緒にお楽しみください花見と一緒にお楽しみください
4月8日（日）4月8日（日）第46回第46回「天の織姫市」「天の織姫市」

【問い合わせ】真岡商工会議所 ☎82-3305

 4/8（日） 4/8（日）真岡ＤＣ（ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）真岡ＤＣ（ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）オープニングイベント開催！！オープニングイベント開催！！
　栃木DC期間のスタートに際して、真岡DCオー
プニングイベントを開催します。
【とき】4月 8日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ】SLキューロク館

■物販・飲食ブース
･ 真岡市観光協会（物産品）・いちごの会（手作り雑貨）
・もめん茶屋（いちごパフェ）・文珍楼（いちご飯バーガー）
・どんぐり（いちご飴）・ココ壱番屋真岡店（カレー）
・洋菓子のしばの（パン）・オランジュクレール（パン）
・道の駅にのみや（ロールケーキ）・駅前商店会（焼き鳥）
・真岡商工会議所青年部（フライングシャークドック）
・にのみや商工会青年部（にらバーガー）
・にのみや商工会女性部（いちご寿司）など

【問い合わせ】商工観光課 ☎83-8135 FAX83-0199 真岡市観光協会☎82-2012（FAX 兼）※火曜日休館

■D51 ｰ 146 号初運行　12:00 ～
・キューロク車掌車連結走行･･･キューロクに乗車
　したお子様には特製D51缶バッチをプレゼント！

■いちごブース　
・いちごの販売
・いちご風船の配布（各回先着 50個限定）
　10:30 ～、12:30 ～、13:30 ～
・いちごで乾杯！11:15～いちごの配布（先着150個限定）
・集まれ！いちごキッズ（先着 200名限定）
※赤いものを身に付けて来場し、プレゼントをもらおう！

■体験ブース
・木綿機織り体験　　　　・ミニSL運行
・レールスター運行体験　・プレート拓本刷り
・ふれあい動物園　　　　・アクセサリー作り 
・ゆるきゃらグリーティング（もおかぴょん、ｺｯﾄﾍﾞﾘｰ）

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
「平成 30年度主要事業に
ついて（その 1）」
・もおかインフォ
「真岡いちごフェスタ」等　

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

◆わくわく体操　
4月のテーマ
「上半身の姿勢づくり」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第29回真岡市地域公民館芸能発表会【午前の部】」

9:00

15:00

◆中学校入学式
山前中学校　　4月 10日・11日・14日
長沼中学校　　4月 12日・13日・15日
中村中学校　　4月 10日・11日・14日
久下田中学校　4月 12日・13日・15日

【4 月 9日（月）～ 4月 15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
「D51支部スポー
ツ吹矢大会」
「DSみゆき９周
年記念チャリティ
ダンスパーティ」

※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
「ひもの屋　　
　 Cafe&Bar」

7:00
9:00
11:00
15:00
17:00
19:00
23:00

　      　      真岡市公式真岡市公式
インスタグラマー大募集！インスタグラマー大募集！
　真岡市では、公式 Instagram 開設を記念し、真
岡市公式インスタグラマーを募集します。
　真岡市に誇りを持ち、多くの人に真岡市の魅力を
伝えたいという熱い想いのある方、あなたの写真で
真岡市の魅力を発信しましょう！
【募集人数】10人程度（応募者多数の場合は選考）
【応募資格】次の全てを満たす方　※性別年齢不問
①真岡市在住・出身、または市にゆかりのある方
② instagram アカウントをお持ちで現在写真を投
　稿されている方
③真岡市内で撮影した写真を定期的に投稿できる方
④真岡市を盛り上げたいという熱い想いのある方
⑤真岡市 instagram運用ポリシーに同意できる方
※運用ポリシーは下記ＱＲコードから確認ください。
【応募方法】真岡市を盛り上げたいという熱い想い
　と必要事項（instagramアカウント名、住所、氏名、
　年齢、職業、電話番号、メールアドレス）を明記
　し、下記へＥメールで提出してください。
【応募締切】４月 27日（金）必着
【選考について】応募内容と投稿写真により選考。
　選考結果は、個別にメールします。また、結果は
公式インスタグラマーとして市シティプロモーション
サイトにてアカウントをご紹介させていただきます。
【問い合わせ】企画課総合戦略推進係
　☎ 81-6947  FAX83-5896
　E ﾒｰﾙ：kikaku@city.moka.lg.jp


