
女性の地域活動推進セミナー女性の地域活動推進セミナー
（女性教育指導者研修）（女性教育指導者研修）

受講者募集受講者募集
　地域活性化のための団体活動等のあり方について
学び、社会参画に必要なスキルの向上を図るととも
に、指導者としての資質の向上を目指します。
【とき】 ① 7/17（火）② 8/23（木）③ 9/19（水）
　④ 10/23（火）⑤ 11/21（水）⑥ 1/11（金） 
　上記日程のほか 2回　【受講料】無料
【ところ】栃木県総合教育センター　他
　　　　　（宇都宮市瓦谷町 1070）
【対象】女性団体の指導的立場にある方、学習団体等
　のリーダーとしての資質向上を目指す方　4人程度
【申し込み】生涯学習課にある申込用紙に記入し、
5月 25日（金）までに申し込みください。
※内容、申込等、詳細は下記へ問い合わせください。
【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）
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皆様の笑顔に支えられて5周年皆様の笑顔に支えられて5周年
SLキューロク館アニバーサリーイベント開催SLキューロク館アニバーサリーイベント開催
 【とき】4 月 28 日（土）
 【開館イベント】午前 10 時～午後 3 時 30 分
 【会場】SL キューロク館

観　る観　る
■【出演者】アクアチーム、ダンススペース蔵人、
　　サンバチーム絆、ゴーグル、プルトップ

体　験　す　る体　験　す　る
■駅長制服の貸し出し　300円
■機関士制服の貸し出し　100円
■キューロクと車掌車の連結走行　300円
■キューロク機関助手席体験乗車　1,000 円
■ミニ SLの運行　無料

食　べ　る食　べ　る
■各種模擬店　焼きそば、焼き鳥、クレープ、黄金
もち、ブラジル料理、わたあめ など

その他その他
■物産品販売、切手・はがき、くじ引きなど、各種模擬店

5 月5 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】20日（日）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
　※Windows8 使用予定
①タブレット入門講座
【とき】21日（月）午後 2時～ 5時
【対象】タブレットを使用したことがない方
【内容】タブレットの起動、終了方法などの基本操作
＜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】4/27（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）

真岡市真岡市のの封筒封筒にに広告広告をを募集募集
【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。
【問い合わせ】　総務課総務文書係 ☎83-8106 FAX82-1065
　ホームページ：https://www.city.moka.lg.jp/

とちぎウーマン応援塾 2018とちぎウーマン応援塾 2018
受講者募集受講者募集

　「自ら一歩踏み出したい」「社会的な場に参画する
意欲がある」など、女性の想いやパワーを活かすお
手伝いをします。
【とき】① 7 月 7 日（土）② 8 月 4 日（土）③ 8
月 30 日（木）～ 31 日（金）④ 9月 8 日（土）
⑤ 10月 6日（土）⑥ 10月 27日（土）

【ところ】とちぎ男女共同参画センター（パルティ内）
　宇都宮市野沢町 4-1（☎ 028-665-8323）
【対象】男女共同参画に関心を持ち、各種審議会等
に参画する意欲のある女性　【定員】2人

【申し込み】申込書を下記窓口で受け取り、5月 25
日（金）までに、申し込みください。

※講座内容や申込書等、詳しくは下記へお問い合わ
　せください。
【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）

道路法面道路法面のの維持管理維持管理についてについて
　道路法面の除草は、地域の皆さまに草刈り等のご
協力をいただき管理しています。その際に、除草剤
を散布すると、道路の法面が崩れ、道路路肩舗装が
傷むケースが多く見受けられます。
　道路法面の除草は、除草剤を使用せず、草刈り等
での対応をお願いします。
【問い合わせ】 建設課維持係 ☎83-8148 FAX83-6240

第 47 回第 47 回
市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』
【とき】5月 25日（金）
　午前 7時 30分 出発（市民会館前）
　午後5時30分頃 帰着予定（久保講堂南側駐車場）
【行き先】①軽井沢タリアセン（軽井沢高原文庫、
ペイネ美術館、深沢紅子 野の花美術館）　
　②軽井沢千住博美術館
【対象】市内在住の方  80人（申込多数の場合は抽選）
【参加料】2,350 円（当日集金）、障害者手帳をお持
ちの方 750円、付添いの方 1,350 円

【持ち物等】昼食、歩きやすい靴
【申込方法】4月 27 日（金）消印有効
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
参加者全員の住所・氏名・生年月日・電話番号（お
持ちの方は携帯電話番号）を記入（障害者手帳を
お持ちの方は「障害者手帳あり」と記入）、返信
用はがきに代表者の郵便番号・住所・氏名を記入
し、下記申込先へ郵送してください。

　5月中旬頃、抽選結果を返信はがきで通知します。
【申込先・問い合わせ】真岡市文化課文化振興係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731 FAX83-4070

【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　総務部企画課企画調整係 ☎ 83-8102　FAX83-5896
　Eメール kikaku@city.moka.lg.jp

　真岡市の公共交通のあり方について、市民の方か
らのご意見等を反映させるため委員を公募します。
【公募委員数】9人程度　
【任期】平成 32年 3月 31日まで（2年間）
【応募条件】①地域公共交通に興味関心があり、新
たな公共交通網の構築や公共交通の利用促進策の
検討にご協力いただける方　②市内に引き続き 1
年以上住所を有する 20歳以上の方　③平日昼間
の会議に出席できる方（年 3回程度）

【応募方法】任意の用紙に、下記の必要事項を記入
して、持参または郵送してください。FAX、Eメー
ルでも受け付けします。

【必要事項】応募の動機、氏名、住所、性別、年齢、
　電話番号　【応募期限】5月1日（火）必着

真岡市地域公共交通活性化真岡市地域公共交通活性化
協議会委員協議会委員をを公募公募

真岡市嘱託職員真岡市嘱託職員をを募集募集
●介護支援専門員　1人
【勤務場所】いきいき高齢課地域支援係
【勤務期間】6 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日
　※ 14日間を試用期間とします。
　　 勤務状況等により、更新の可能性があります。
【勤務内容】①地域包括支援センターに関する業務
②介護予防プランの作成等
　③その他、いきいき高齢課地域支援係の所管業務
【勤務時間】原則　午前 8 時 30 分～午後 5 時
【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
　③介護支援専門員の資格を有する方
【賃金】月額 245,000 円
【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、雇用開始時
に 18日の年次有給休暇を付与、夏季休暇あり

【選考】1次選考：履歴書提出時に 1次選考面接
　2次選考：1次選考合格者を対象に、5月17日（木）
　　　　　 に面接試験を行います。
【申し込み】市販の履歴書および職務経歴書に所要
事項を記入し、事前に連絡の上、資格証を添えて
下記まで本人が直接提出ください。

【申込受付時間】午前 9時～午後 5時
【申し込み・問い合わせ】 総務課人事給与係
　〒 321-4395真岡市荒町5191番地（本庁舎2階）
　☎ 83-8099 FAX82-1065

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「三度目の殺人」「三度目の殺人」

【とき】4月 21日（土）
　①午後 2時から②午後 6時 30分から
【ところ】市民“いちご”ホール
　（市民会館） 大ホール
【上映時間】約 2時間 10分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500 円 ※当日購入可 ※全席自由
　※平成30年度芸術鑑賞会会員 無料
平成 30年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中。
詳しくは、下記へ問い合わせください。
【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

久保記念観光文化交流館美術品展示館久保記念観光文化交流館美術品展示館
第 16 回企画展　 　　第 16 回企画展　 　　

  海を渡った画家たち海を渡った画家たち
　真岡市所蔵の久保コレクションより、
海外で活躍した画家たちの作品を展示
いたします。是非ご覧ください。
【期間】前期：5月28日（月）まで
　　　 後期：5月 31日（木）～ 7月 30日（月）
　　　 午前 9時～午後 6時
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日、5月 30日（水）
【問い合わせ】 久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）

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
「市役所組織機構の
 見直しについて」
・もおかインフォ
「平成 30年度農政課新事業・コラボーレもおか」

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　「平成２９年度栃木県産業教育
　振興会芳賀地区専門学科生徒研究発表会」

9:00

15:00

◆小学校卒業式
亀山小学校　　　4月 24日・25日・28日
大内東小学校　　4月 26日・27日・29日
大内中央小学校　4月 24日・25日・28日
大内西小学校　　4月 26日・27日・29日

【4 月 23日（月）～ 4月 29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
「桜町千本
 さくら祭り」

※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）

7:00
11:00
17:00
19:00
23:00

【問い合わせ】真岡鐵道株式会社　 ☎ 84-2911 FAX84-2913

験乗車 , 円

◆ ◆チケット追加販売◆ ◆◆ ◆チケット追加販売◆ ◆
山崎まさよし山崎まさよしString Quartet “BANQUET”String Quartet “BANQUET”
【とき】6月23日（土）午後5時30分開演（午後5時開場）
【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 7,500 円（税込）
【追加チケット発売】4月 21日（土）午前9時から
【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎83-7731 FAX83-4070 8:30～17:15（日曜･祝日休）

◆行ってみっぺ！
　もおか
「天竜飯店」


