
第第335回5回  真岡井頭マラソン大真岡井頭マラソン大会会
締切間近！申し込みはお早めに！

【とき】10月 7日（日）※雨天決行（荒天中止）
【ところ】井頭公園および周辺道路
【申込期限】8 月 6日（月）まで
　（申込期間中に参加料の支払を完了してください）
　※詳細は下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】大会について…スポーツ振興課（総合体育館）
　☎ 84-2811 FAX84-6258（平日 8:30 ～ 17:15）
　申し込みについて…エントリーセンター（テクノプラン）
　☎ 048-778-5880（平日 10:00 ～ 17:00）

市税等納期限（7 月）市税等納期限（7 月）
◎固定資産税・都市計画税（第 2期）
◎国民健康保険税（第 1期）
◎後期高齢者医療保険料（第 1期）
◎介護保険料（第 1期）
【納期限】7月 31日（火）
　※口座振替をご利用の方も、7月 31日（火）に
　　振り替えになります。
【問い合わせ】
◆固定資産税・都市計画税：税務課固定資産税係
　☎ 83-8114 FAX82-1066
◆国民健康保険税・後期高齢者医療保険料：
　国保年金課保険税係 ☎ 83-8594 FAX83-6205
◆介護保険料：いきいき高齢課介護保険係
　☎ 83-8094 FAX83-8554
◆納付・口座振替について：納税課収納管理係
　☎ 83-8115 FAX83-6205
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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【7 月 30日（月）～ 8月 5日（日）放送内容予定】

※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。
※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）

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896
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◆JUMP UP もおか
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「栃木SC真岡市民デー」
「《真岡どろんこバレー
 ボール大会 2018》の開催について」
・もおかインフォ
「認知症予防ボランティア（オレンジサポーター）」
「めいぶつチョイス」
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◆わくわく体操　
　7月のテーマ
「自体重筋力アップ」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「真岡日本舞踊会
 第 61回舞踊発表 
 会《後編》」

40代のアナタも！家族のための健康チェック！40代のアナタも！家族のための健康チェック！

8 月の集団健診8月の集団健診
　生活習慣病の兆候を発見できます。国保加入の方
は受診料無料、「わくわくプレゼント」特典もあり
ますので、ぜひお申し込みください。
≪生活習慣病健診≫【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
1 日（水）、20日（月）、
21日（火）、24日（金）、
26日（日）、27日（月）

総合福祉保健センター
※ 26日、27日は、
　40～ 59歳限定

22 日（水） 真岡工業団地総合管理協会
29日（水）、30日（木） 中村農村環境改善センター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
健診の種類健診の種類 対象者対象者 自己負担金自己負担金
特定健診 40～74歳で国保加入 無料後期高齢者健診 75歳以上
胃がん検診

40歳以上

400円

肺がん検診 100円
（たん検査あり300円）

大腸がん検診 100円
前立腺がん検診 50歳以上の男性 100円

肝炎ウィルス検診 40 歳の方および5 歳刻みで41 ～ 71 歳になられる方 無料

≪女性がん検診≫【受付】午後1時30分～2時15分
日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場

20 日（月） 山前農村環境改善センター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診
（頸がん検査） 40歳以上全員

400円

②乳がん検診
（超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 400 円

骨密度検診 同日に①・②を
受診する方 100円

※対象年齢は平成 31年 4月 1日に達している年齢
です。定員に達する前に、日程変更・新規申し込
みをお願いします。市で行う健診（集団・施設・
人間ドック）は、いずれか１回限りとなります。

【申し込み・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

農作業農作業のことならのことなら農業公社農業公社へへ
　真岡市農業公社では、水稲の収穫・乾燥調整作業
など秋作業の申し込みを受け付けています。
【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考
　※ほ場条件等により異なります。
【申し込み】8月 31日（金）までに下記へ申し込み
【問い合わせ】真岡市農業公社☎83-9931 FAX83-8911

第 35 回真岡井頭マラソン大会第 35 回真岡井頭マラソン大会
ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集
　10月 7日（日）に開催する「第35回真岡井頭マ
ラソン大会」のボランティアスタッフを募集します。
【対象】高校生以上の方（性別・年齢不問）
【内容】給水の手伝い等
【申し込み】8月10日（金）までに下記へ申し込み
【問い合わせ】スポーツ振興課（総合体育館）
　☎84-2811 FAX84-6258（平日：8:30～ 17:15）

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 21日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 21日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※8/3（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

21日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

7、21、28日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  7日（火）  9:30 ～11:30
【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 8 月の各種相談日

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●一般事務補助　1人
【勤務場所】文化課市民会館係
【応募条件】普通自動車免許所有の方（AT車限定可）、
　パソコン操作（ワード・エクセル）の基本操作が
できる方

【賃金】日額 6,450 円
【勤務期間】9月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日
【勤務日/時間】火曜～土曜日8:30～17:00（休憩60分）
●保育士　6人
【勤務場所】市内保育所　【応募条件】保育士資格　
【賃金】日額 8,490 円
【勤務期間】8月～平成 31 年 3 月 31 日
【勤務日/時間】月曜～金曜日8:30～17:00（休憩60分）

上記共通事項上記共通事項
【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
【選考】面接（随時）
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前
　に連絡の上、下記まで本人が直接提出ください。
【受付時間】午前 9時～午後 5時
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　総務部総務課人事給与係 ☎83-8099 FAX82-1065

『真岡の夏まつり花火大会』に伴う『真岡の夏まつり花火大会』に伴う
周辺施設周辺施設のの臨時休診・休館臨時休診・休館
急患センターは 7/28（土）・30（月）休診
　花火大会に伴い休診となりますが、下記の病院が対
応しますので、受診が必要な場合はご利用ください。
【対応医療機関】真岡病院（真岡市荒町 3-45-16）
☎ 0285-84-6311※診療時間は 18:30 ～ 21:30

【問い合わせ】
　急患センター（芳賀地区救急医療センター）☎82-9910
　芳賀地区広域行政事務組合☎82-9151 FAX82-9152 

※7月29日（日）は、
　通常通り診療を
　行います。
【診療時間】
※各終了時間の
　30分前までに
　受付
①午前9時～正午
②午後1時～5時
③午後6時～9時

消費生活センター（青年女性会館内）
　花火大会が30日（月）に延期になった場合は休館
【問い合わせ】消費生活センター☎84-7830 （FAX兼） 

図書館は 7/28（土）休館
※二宮図書館・市公民館真岡西分館図書室は開館
【問い合わせ】図書館☎ 84-6151 FAX83-6199 

真岡市の住まい・住環境に関する真岡市の住まい・住環境に関する
市民アンケートのお願い市民アンケートのお願い

　市では、平成23年に策定した「真岡市住宅マスター
プラン」の見直しを行うにあたり、市民の皆さまの住
宅に対する考え方などの意識調査を行い、より快適に
暮らしていただけるような住宅施策や、その実現化に
向けた計画づくりに役立てていきたいと考えており
ます。無作為抽出の市内在住者1,500名の方に、住
宅事情についてアンケート調査を実施しております。
アンケート用紙が届いた世帯主の方には、お手数をお
かけいたしますが、ご協力よろしくお願いいたします。
【問い合わせ】建設課住宅係 ☎ 83-8694 FAX83-6240

8 月8月ののモオカの休日開催モオカの休日開催
とき 内容（主催） 参加料

2日（木）、16日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

4日（土）、18日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会）無料

5日（日）、19日（日）
午前11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

9日（木）、23日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

【ところ】 観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内）

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

   8 月 8 月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ

 1日（水）午前10時
～11時

青年女性会館
18日（土） 二宮コミュニティセンター
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（上半身 2種類、L判 縦 13cm×横
9cm以内）、本人確認書類（運転免許証等）

【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎ 83-1234

（公財）真岡市農業公社（公財）真岡市農業公社
嘱託職員募集嘱託職員募集

●一般事務職員　1人
【勤務場所】（公財）真岡市農業公社
【業務内容】農地の貸し借り等の受付・営農団体の運営など
【応募条件】次の全てに当てはまる方
　①農業の振興に意欲を持ち、知識と行動力を持つ方
　②パソコン（ワード・エクセル・メール等）の事
　務能力を有する方
　③普通自動車運転免許資格を有する方
【賃金】月額 179,200 円
【手当等】通勤手当・健康保険・厚生年金・雇用保険加入
【勤務期間】平成30年9月1日～平成31年3月31日まで
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【休日等】週休 2日制　（土、日、祝日、年末年始）
【応募方法】8月 3日（金）までに、提出書類をそ
ろえて、事前に連絡の上、下記へ本人が直接提出
※詳細は、下記へ問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】真岡市田町1388番地　
　（公財）真岡市農業公社（真岡市農業振興センター内） 
　☎83-9931 FAX83-8911

下水道管路TVカメラ調査を実施下水道管路TVカメラ調査を実施
【調査期間】7月下旬～10月1日（月）（9:00～ 17:00）
【調査区域】荒町、大谷新町、大谷本町、上高間木
一丁目・二丁目、熊倉二丁目・三丁目、東光寺一
丁目、八木岡、久下田西五丁目・六丁目
　高田、物井（二宮地区農業集落排水事業地内）
【調査内容】調査区域内の下水道管内にTVカメラを通
し、破損や浸入水等内部の状態を調査します。また、
取付管の調査のため敷地に立ち入らせていただく場
合もありますが、ご了承の上ご協力お願いします。

【調査業者】㈲関東実行センター　☎0285-23-3026
調査員は市が発行した身分証明書を携帯しておりますの
で、ご不明な場合はご確認ください。調査員が営業活動
を行ったり、費用の請求をすることは一切ございません。
【問い合わせ】下水道課維持係 ☎83-8162 FAX83-8142

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
  ケーキ
「長田区夏祭り」


