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募集要項の配布募集要項の配布
【とき】9月 7日（金）～ 27日（木）
　午前 9時～午後 5時　※日曜日は除く
【ところ】生涯学習課
※市ホームページから上記期間中に募集要項をダ 
ウンロードできます。

申請書受付申請書受付
【とき】9月 28日（金）～ 10月 9日（火）
　午前 9時～午後 5時　
【提出方法】生涯学習課へ直接お持ちください。

現地説明会現地説明会
【とき】9月 13日（木）午後 1時 30分から
【ところ】市公民館第 7会議室
【申し込み・問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町1201
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

真岡市立図書館真岡市立図書館およびおよび
二宮図書館二宮図書館のの
指定管理者指定管理者をを募集募集

    9 月 16日（日）9月 16日（日）中村八幡宮例大祭開催中村八幡宮例大祭開催によりにより
  市内観光施設無料周遊シャトルバス市内観光施設無料周遊シャトルバスをを運行！運行！
　どなたでも利用できる無料周遊バスを下記の 3コースで運行します。
時刻表などの詳細は、Weekly News 9 月 14日号でお知らせします。

　　　　　あぐ里っ娘 14:35 発
　　　　　中村八幡宮 15:10 発【1号車】 　　　　　道の駅にのみや15:12発

　　　　　中村八幡宮 15:38 発【2号車】 　　　　　真岡りす村15:00発
　　　　　中村八幡宮 15:30 発【3号車】最終便最終便最終便

　【問い合わせ】商工観光課観光係 ☎ 83-8135 FAX 83-0199

★１号車の午前中については、会場からあぐ里っ娘への
　直通運転となります。
※無料周遊シャトルバスを3台運行します。各号車ごとに停留所が異なりますので、
　お帰りの際には、乗り間違えのないようご注意ください。

【例大祭日程】
9:00 生姜市
10:00 神馬参道行進・抜刀術大会
11:00 例大祭々礼
12:00 流鏑馬（やぶさめ）
13:00 太々神楽
13:30 神輿渡御・お囃子演奏

１号車 号車 周回運行周回運行 あぐ里っ娘あぐ里っ娘
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皆さまのご意見をお寄せください皆さまのご意見をお寄せください真岡市パブリックコメント制度

【宛て先、問い合わせ】〒 321 ｰ 4325　栃木県真岡市田町 1251 番地 1　スポーツ振興課管理係　
　☎ 84-2811 FAX84-6258  E メール：sports@city.moka.lg.jp
　※計画の詳細はスポーツ振興課窓口、市ホームページで閲覧可 ※閉庁時は市役所当直窓口で意見提出可

意見を募集する計画 真岡市総合運動公園南ブロック整備計画（案）  
【計画作成の趣旨】真岡市総合運動公園整備事業につきましては、北ブロック 13.7 ヘクタールの整備が、平成
30年度末に完了する予定であり、引き続き平成 31年度から南ブロック 12.9 ヘクタールの整備を実施する
予定です。総合運動公園南ブロックの施設については、平成 23年 6月に策定した「真岡市総合運動公園基
本計画書」に基づき整備しますが、策定から７年が経過しているため、施設の必要性・市民のニーズ・人口
減少などの社会情勢の変化に即して計画の見直しを行うものです。【募集期間】9月7日（金）～10月 9日（火）

9月15日（土）は終日9月15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のシステム
切り替えを行うため、9月15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。
※9月16日（日）はご利用いただけます。

【募集人数】3人程度
【応募資格】次の①・②すべて満たす方
　①県内に在住で、平日休日とも市内外
　　のイベント等に参加できる方
　②18～29歳までの健康で明るい方（高校生は除く）
【活動内容】10月～平成32年3月（約1年6カ月間）
　（平成30年度 5回、平成31年度15回を予定）
　・真岡市およびいちごの魅力発信（公式インスタグラマー）
   ・いちごサミットのPR活動
   ・イベント等への参加
【選考方法】◆1次審査：書類審査（9月20日）
　◆ 2 次審査：面接審査（9 月下旬）
　◆認定式（10月中旬）認定証の交付
【待遇】日当１万円、活動に対し報奨金（平成30年度
5万円、平成31年度10万円）、副賞、制服一式

【応募方法】専用の応募用紙を下記へ持参または郵送、
　写真2枚（全身および顔写真）
【応募締切】9月18日（火）必着
【主催】全国いちごサミット in真岡実行委員会
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　いちごサミット推進室 ☎ 83-8141 FAX83-6208
　HP：https://www.city.moka.lg.jp/toppage/　
　　　 soshiki/ichigosummit/index.html

長田霊園長田霊園
雨水排水対策工事雨水排水対策工事のお知らせのお知らせ
　鬼怒ヶ丘一丁目地内にある長田霊園および周辺に
おいて、雨水排水対策工事を実施します。工事期間
中、霊園敷地へ出入りする際などにご不便をおかけ
しますが、ご理解ご協力をお願いします。
【工事期間】10月～平成 31年 3月予定
【問い合わせ】環境課環境保全係 ☎83-8125 FAX83-5896

水道管移設工事水道管移設工事ののお知らせお知らせ
　下記の区間で雨水管整備工事のため水道管移設工
事を実施します。通行の際にはご迷惑をお掛けしま
すが、ご協力をお願いします。

【工事期間】平成30年9月中旬～平成 31年1月下旬予定
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【問い合わせ】下水道課工務係 ☎ 83-8161 FAX83-8142

N

【パブリックコメント制度とは】市の政策について、案の段階で計画を公表し、市民の皆さまから意見を求め、
提出された意見を十分考慮し、計画等に反映させる制度です。最終案とともに、提出された意見に対する
市の考え方、修正の内容、反映できない理由を公表します。

【応募方法】ご意見と題名・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下記宛て先へ直接、または郵送・FAX・Ｅメー
ルいずれかの方法でご応募ください。（下記の閲覧可能施設に備え付けの記入用紙または書式自由）

【その他】提出されたご意見等の概要（類似内容はまとめます）およびこれに対する市の考えは、後日ホームペー
ジで公表します。お預かりした個人情報は公表しません。また、個別の回答はできませんのでご了承ください。

【募集人数】看護師 2人程度
【勤務場所】芳賀地区急患センター
　（真岡市田町 1246-1 芳賀郡市医師会館内）
【応募条件】小児科・内科を主とする診療所または、病
院で3年以上の看護業務の経験のある方。特に日曜・
祝祭日、年末年始（昼間・夜間）に勤務のできる方。

【勤務期間】10月 1日～平成 31年 3月 31日
　※試用期間あり

勤務日時 賃金
正看護師 准看護師

休日（日・祝日・年末年始）
昼間 8:30 ～ 17:30 12,800 円 12,060 円

休日（日・祝日・年末年始）
夜間 17:30 ～ 21:30 9,600 円 9,040 円
月曜日～土曜日

 夜間 18:00 ～ 22:00 8,000 円 7,540 円

年末年始の賃金は 5 割増
　※勤務は交代（当番）制となります。（要相談）
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、下
記へ本人が直接提出してください。

【申し込み・問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合管理課
　（真岡市下籠谷4412）☎ 82-9151 FAX82-9152

芳賀地区急患センター芳賀地区急患センター
看護師を募集看護師を募集

　市では、市民の皆さまに地元愛を育んでもらうこ
とを目的に、「もおかぴょん」と「コットベリー」でラッ
ピングする「もおかゆるきゃらトレイン」を企画しま
す。イラストを募集しますので、ぜひご応募ください。
【募集品数】約100点　※１人最大3点まで
【応募条件】市内在住または真岡市にゆかりのある方
　※年齢性別不問
【デザイン】◎キャラの描写スタイルは自由ですが、
キャライメージを損なうようなものはご遠慮くだ
さい ◎お子さまが描く元気いっぱいなイラスト大
歓迎です ◎カラー描写でお願いします ◎デザイ
ン背景は掲載できない場合があります ◎メールで
の申込は、.psd.ai.pdf.jpeg.png で提出ください
◎ご応募いただいたデザインは、今後市主催の別
企画でも活用させていただくことがあります

【応募方法】郵便、またはメールにて、必要事項（住所、
代表者氏名、電話番号、メールアドレス、作者名〈年
齢〉）を記入の上、イラストと一緒に申し込みください。

【宛先】《郵便》〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　《Ｅメール》kikaku@city.moka.lg.jp
　真岡市役所企画課「ゆるきゃらトレイン」係
【応募締切】9月21日（金）必着
【ラッピング期間】9月下旬～11月末予定
【問い合わせ】企画課総合戦略推進係
　☎ 81-6947 FAX83-5896

あなたの描いた絵が真岡鐵道にラッピングされます！あなたの描いた絵が真岡鐵道にラッピングされます！
「もおかゆるきゃらトレイン」「もおかゆるきゃらトレイン」デザインデザイン募集募集

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【9 月 10日（月）～ 9月 16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

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
「敬老の日について」
・もおかインフォ
「秋の交通安全県民総ぐるみ運動」
「住宅 ･土地統計調査」 

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

◆わくわく体操　
　9月のテーマ
「シューズの選び方
 とタオル体操」

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

◆行ってみっぺ！
　もおか
「真岡闇市」

13:00
20:00

◆コットンタイム　
「平成 30年度もおか木綿踊り」

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

◆いちごショート
  ケーキ
「東大島納涼盆踊り
 大会」
「東光寺公民館まつり」


