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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
【8 月 13日（月）～ 8月 19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

尊徳夏まつり尊徳夏まつり今年も夜空に咲かせます、大輪の華 !  !
【とき】8 月 25 日（土）※荒天の場合は8月26日（日）以降順延
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園鬼怒川河川敷緑地公園（砂ケ原橋下左岸側）

郷土芸能大会 午後4時30分～5時50分
ふれあい広場

（模擬店･お楽しみ抽選会）
午後 5時～

オープニングセレモニー 午後6時～ 6時 20分
納涼盆踊り大会 午後6時30分～7時20分

大花火大会 午後7時30分～8時30分

【問い合わせ】（大会前日・当日連絡先）尊徳夏まつり実行委員会　☎ 74-4666　
　（その他の連絡先）観光協会　☎ 82-2012　※詳細は 8/24 真岡新聞紙面でお知らせします。 

尊徳夏まつり尊徳夏まつり
クリーンボランティア募集クリーンボランティア募集
【とき】8月26日（日）午前5時30分～7時 30分【とき】8月26日（日）午前5時30分～7時 30分
《《荒天時順延》27日（月）午前5時30分～7時30分27日（月）午前5時30分～7時30分
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園
【対象】どなたでも参加可（小学生以下は保護者同伴）【対象】どなたでも参加可（小学生以下は保護者同伴）
【申込期限】8 月 19日（日）　【申込期限】8 月 19日（日）　
　　※軍手・ゴミ袋は、　尊徳夏まつり実行委員で用意※軍手・ゴミ袋は、　尊徳夏まつり実行委員で用意
【共催団体】真岡市市民活動推進センター【共催団体】真岡市市民活動推進センター
　真岡市ボランティア連絡協議会　真岡市ボランティア連絡協議会
【後援】尊徳夏まつり実行委員会【後援】尊徳夏まつり実行委員会
【問い合わせ・申し込み】コラボーレもおか
　☎81-5522 FAX81-5558（月曜・祝日休） 

市外在住の方は申し込みが必要です
【対象】本市出身（旧二宮町含む）で平成30年 9月
30日までに転出手続きをした方のうち、平成 31
年 1月 13日（日）の真岡市成人式〔会場：市民“い
ちご”ホール（市民会館）〕に参加希望の方（平成
10年 4月 2日～平成11年 4月 1日生まれの方）

【申し込み】11月30日（金）までに、氏名、生年月日、
案内状の送付先住所、世帯主、電話番号、出身中学
校を下記へご連絡ください。（Eメール申し込み可）

【その他】10月 1日現在で真岡市に住民登録してい
　る方には、11 月上旬頃に案内状を送付します。
　案内状が届かない場合はご連絡ください。

真岡市成人式真岡市成人式に参加される方へに参加される方へ

【申し込み・問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町1201
　生涯学習課 ☎82-7151 FAX 83-4070 （日曜･祝日休）
　Eメール： gakusyuu@city.moka.lg.jp

    新成人の感想文を募集中！
【応募資格】平成 31年成人式の対象者
【内容】「成人を迎えるにあたって」の
　夢や希望、心構えなどについて
　※ 400字原稿用紙 3枚程度（書式自由）
　※入選者には賞状と記念品を贈呈します。
【締め切り】11月 9日（金）

い。

8 月 15日（水）は戦没者を8月 15日（水）は戦没者を
追悼し平和を祈念する日です追悼し平和を祈念する日です
　先の大戦で犠牲となったすべての方々を追悼し、平
和を祈念するため、正午に1分間の黙とうを捧げま
しょう。（サイレンが鳴ります、メロディは鳴りません）
【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943 FAX83-8554

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします
　計量法の規定に基づき、水道メーターの交換を行います。
【期間】8月 21日（火）～ 9月 6日（木）
【対象】該当するお客さまには、個別に登録されて    
いる住所へ通知します。

【その他】なお、交換は市指定給水装置工事事業者が、   
該当となるお宅に直接伺います。
※費用は無料です。水道メーターの交換中は、
　約 10分間程度水道が使えなくなります。
※留守の場合でも交換することがあります
　のでご了承ください。
●メーター交換は無料です。交換業者を
　装った悪質な訪問販売にはご注意ください。
●交換業者は、市で発行した証明証を提示します。
●交換および検針に支障をきたしますので、メーター
　ボックスの上に物を置いたり、近くに犬などをつ
　ながないようお願いします。
【問い合わせ】水道課庶務係 ☎83-8167 FAX84-7512

は、

7月発行 「国保だより」お詫びと訂正7月発行 「国保だより」お詫びと訂正
　7月に発行された「国保だより」につきまして、5ペー
ジ「平成30年8月からの上限額（70歳以上）適用区分」
に誤りがありましたのでお詫びいたします。
適用区分の上から４段目「課税所得」 
【誤】145 万円以上の方→【正】145 万円未満の方
【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎ 83-8123 FAX83-6205

生涯学習推進会議委員生涯学習推進会議委員のの公募公募
　真岡市では、生涯学習推進会議委員（任期 2年）
の任期満了に伴い、委員を市民から公募します。こ
の委員の役割は、真岡市が推進する生涯学習事業に
ついて意見を述べることです。
【任期】平成30年10月1日から平成32年9月30日
　までの 2年間
【募集人数・条件】次の条件を満たす方　3人
　①年齢 25歳以上の方、ただし学生は除く
　　（平成 30年 4月 1日現在）
　②真岡市内に引き続き１年以上住所を有する方
　③平日の昼間の会議（年２回程度）に出席できる方
【応募方法・締切】下記①②を 8月 24日（金）まで
　に「真岡市教育委員会生涯学習課」へ郵送（必着）、
　またはFAXで提出ください。
　①『真岡市の生涯学習事業』についての作文
　　 （400 字程度）
　②氏名、住所、性別、年齢、連絡先等の電話番号、職業、
　　社会教育活動等の経歴、応募の動機を明記したもの
【その他】選考結果については、９月下旬までに応
　募者にお知らせします。提出書類は返却しません。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町1201 
　真岡市教育委員会生涯学習課
　☎ 82-7151 FAX83-4070

真岡市住宅マスタープラン真岡市住宅マスタープラン
策定委員会委員の公募策定委員会委員の公募

　真岡市では、平成 23年に策定した「真岡市住宅
マスタープラン」の見直しを行います。この計画の
改定に関して、市民の皆さまのご意見を反映するた
め策定委員を公募します。
【募集人数・条件】次の条件を満たす方　2人
　①満 20歳以上で、市内に住所を有する女性の方
　　（平成 30年 4月 1日現在）
　②平日の昼間の会議に出席できる方
　　（9月から平成 31年 3までの期間で 3回程度）
　　第 1回目の会議は、9月下旬予定
【応募方法・締切】所定の「公募委員応募用紙」（建
設課で受け取るか、または、市ホームページか
らダウンロード）に必要事項を記入のうえ、8 月
31日（金）までに、下記窓口へ直接持参、または、
郵送（必着）、FAX、Ｅメールで提出してください。

【その他】応募多数の場合は選考により決定します。
　この応募において取得した個人情報は、この委員
会の業務にのみ利用し、真岡市個人情報保護条例
に基づき厳正に取り扱います。

【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694 FAX83-6240
　Eメール：kensetsu@city.moka.lg.jp

　SLキューロク館では、お盆中の 8月 14日（火）
は、休まず営業いたします。
【問い合わせ】SLキューロク館  ☎ 83-9600 （FAX兼）

夏休みはSLに会いに行こう夏休みはSLに会いに行こう
キューロクサマーフェスティバルキューロクサマーフェスティバル
【とき】8 月 26 日（日）
　午前 10時～午後 6時
【ところ】SLキューロク館、
　真岡駅、情報センター４階
　SLコーナー

■ステージイベント
 9:30 ～ 12:20　とちおとめ（2人組）
12:30 ～ 13:30　イマキダンシング、真岡ミュージカル
14:20 ～ 14:35　スペース蔵人
■創造戦士「トチエイター」登場
13:40 ～ 14:10　ヒーローショー＆握手会
14:30 ～ 14:45　車掌車に乗って撮影会
■各種体験あり
　SLキューロクによる車掌車連結走行（300 円）、
D51 助手席乗車体験（1,000 円）、情報センター
SLコーナー、ミニ SLの運行、レールスター乗車
体験、機関士・駅長制服貸し出し
■各種模擬店あり
　焼きそば、焼き鳥、かき氷、ビール、ジュースなど

夕方の部夕方の部

昼の部昼の部

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
「今後の夏のイベント
 について」
・もおかインフォ
「新・BS日本のうた」
「マイナンバーカード出張申請・交付サービス」

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

◆わくわく体操　
 8 月のテーマ
 「転倒予防」

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

◆行ってみっぺ！
　もおか
「モム・タジマ
 ハール」

13:00
20:00

◆コットンタイム　
「平成 30年度久下田祗園祭」

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

◆いちごショート
  ケーキ
「西田井祗園祭」

花赤堂

川面を流れる小さなともしびに平和の祈りをこめて
第24回第24回真岡の灯ろう流し真岡の灯ろう流し

【とき】8月15日（水）午後6時30分～9時
　　 　※雨天の場合は 16日（木）に延期
【ところ】行屋川水辺公園（真岡小学校東側）
真岡商工会議所、市役所商工観光課、観光物産館で
流し灯ろう（1セット 500 円）を発売中です !!
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【問い合わせ】   真岡商工会議所青年部  ☎ 82-3305

今年も川岸で
 コンサートを
 開催します。

　「子供おまつり広場」を開催します。ぜひお越しください。
【とき】8月18日（土）午後5時～8時
【ところ】ポケットパーク
【内容】輪投げ、スーパーボール・金魚すくい、ヨーヨーなど
【主催】真岡商工会議所、天の織姫市実行委員会

8月18日（土）8月18日（土）第47回第47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

■イベント広場ステージ
15:00 ～ 18:00　バンド演奏・フラダンスなど
■ビール祭り
15:00 ～ 18:00

休館日営業のお知らせ休館日営業のお知らせ


