
もおか観光コンシェルジュガイドツアーもおか観光コンシェルジュガイドツアー
もおか木綿ふれあい祭りもおか木綿ふれあい祭り

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

　「もおか観光コンシェルジュ」が、10月 7日（日）も
おか木綿ふれあい祭りにおいて、ガイドを実施します。
【とき】10月 7日（日）午前10時～正午（随時受付）
【受付場所】久保記念観光文化交流館（テントにて受付）
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要

もおか
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平成 31年度平成 31年度
社会福祉協議会職員募集社会福祉協議会職員募集
●事務職員1人 社会福祉協議会に勤務、一般事務等の仕事
【勤務場所】事務局、法人が運営する作業所等
【応募条件】平成元年4月2日以降に生まれた方で、社
会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、社会福
祉主事任用資格を有する方、または取得見込みの方

【試験日】作文試験：11月11日（日） 面接：11月24日（土）
【選考方法】書類選考、作文試験、適性検査、面接試験等
【出願期間】10月1日（月）～31日（水）（土・日・祝日を除く）
【申し込み】採用試験申込書、履歴書、資格証明書
等を添えて、下記まで本人が直接提出してくださ
い。（受付時間午前 9時～午後５時）

　詳細は下記までお問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会 ☎82-8844 
　FAX82-5516 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moka-shakyo.jp

10月7 日（日）
午前9時 50分～ 11時40分
赤線のコースの一部を規制します。

第 35回 真岡井頭マラソン大会に伴う第 35回 真岡井頭マラソン大会に伴う
交通規制交通規制ににご協力くださいご協力ください

【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258

山前地区防災避難訓練山前地区防災避難訓練
【とき】10月20日（土）午前8時30分～11時10分
【ところ】総合運動公園　※小雨決行・荒天中止
※訓練開始を防災行政無線で放送します。
※午前8時 30分から数分後、市から訓練用緊急速報
メール（エリアメール）を配信します。真岡市域に
いる方の携帯電話・スマートフォンに配信されます。
※一部機種には配信されない場合があります。
【内容】自主防災組織による救出救護、初期消火訓練など
【防災イベント】はしご車試乗（小学生以上）、煙ハウス、
AED取り扱い、非常食試食体験、消防団操法実演など

【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 

※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。

中学校運動会中学校運動会
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 /8:00 ～ 放送日② /時間
真岡中 10/2（火） 10/6（土） 8:00 ～
真岡東中 10/3（水） 15:00 ～
真岡西中 10/4（木） 10/7（日） 8:00 ～
大内中 10/5（金） 15:00 ～
山前中 10/9（火） 10/13（土） 8:00 ～
中村中 10/10（水） 15:00 ～
長沼中 10/11（木） 10/14（日） 8:00 ～
久下田中 10/12（金） 15:00 ～
物部中 10/16（火） 10/20（土） 8:00 ～

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

金鈴荘

真岡のグルメ市
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長蓮寺「弁財天＆
十五童子まつり」

荒町本通り（歩行者天国 8:30 ～ 16:00） 天の織姫市（カラフルテント50店）

足利銀行 木綿会館

本部前ステージ
・ミスコットンコンテスト
　11:00 ～
　（審査発表 13:00 ～）
・北川かつみオンステージ

びわ市
荒町ポケット
パーク

ふわふわ

ダンスコンテスト
10:00 ～

「無料周遊バス」運行！
【1号車】【1号車】二宮尊徳資料館前＝高田山専修寺＝山前分館（山
前改善センター）＝久保講堂南側砂利駐車場＝お祭り会場前改善センター）＝久保講堂南側砂利駐車場＝お祭り会場

【2号車】【2号車】中村分館（中村改善センター）＝高勢町第二公民館中村分館（中村改善センター）＝高勢町第二公民館
＝第二子育て支援センター駐車場（大谷台町）＝お祭り会場＝第二子育て支援センター駐車場（大谷台町）＝お祭り会場

【3号車】【3号車】どんとこい広場＝二宮コミュニティセンター玄どんとこい広場＝二宮コミュニティセンター玄
関前＝真岡駅（東口）＝お祭り会場関前＝真岡駅（東口）＝お祭り会場

【4号車】【4号車】あぐ里っ娘南側駐車場＝大内分館（大内改善センあぐ里っ娘南側駐車場＝大内分館（大内改善セン
ター）＝真岡りす村ふれあいの里西側駐車場＝お祭り会場ター）＝真岡りす村ふれあいの里西側駐車場＝お祭り会場
※時刻表など詳しくは、市ホームページをご確認ください。※時刻表など詳しくは、市ホームページをご確認ください。

【開催時間】午前10時～午後3時（小雨決行）　【ところ】荒町本通り【開催時間】午前10時～午後3時（小雨決行）　【ところ】荒町本通り

【もおか木綿ふれあい祭り駐車場】真岡市役所本庁舎
Ⓟおよび建設部棟Ⓟ・久保講堂南側砂利Ⓟ・真岡
市職員Ⓟ・真岡市公用車Ⓟ（法務局真岡支局東側）・
常陽銀行真岡支店Ⓟ・栃木銀行真岡支店Ⓟ

【緊急避難場所】臨時避難場所…真岡市附属体育館、
地震時避難場所…真岡小学校校庭　

久保記念観光
文化交流館

商店会連合会
イベント
世界のグルメ市

もおか観光コンシェルジュ
ガイドツアー実施

【問い合わせ】真岡商工会議所  ☎82-3305

・サンバパレード 14:10 ～
・市民パフォーマンス

人・農地プランの更新人・農地プランの更新
　地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」
の更新について、以下のとおり縦覧を実施します。
【期間】10月 1日（月）～ 12日（金）
　（土曜・日曜・祝日除く）午前8時30分～午後5時
【ところ】農政課（福祉産業部棟 2階）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

  10 月 7 日   10 月 7 日 （日）（日）    第 11回 もおか木綿ふれあい祭り第11回 もおか木綿ふれあい祭り

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【10 月 1日（月）から 10月 7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。
【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

高根沢街道踏切拡幅工事に高根沢街道踏切拡幅工事に
伴う交通規制のお知らせ伴う交通規制のお知らせ

　高根沢街道踏切（北真岡駅西踏切）の拡幅工事に伴い下
記のとおり交通規制されます。ご協力お願いいたします。
【期間】12月15日（土）まで　終日：片側交互通行
 10月6日（土）～10月20日（土）夜間：全面通行止め

【問い合わせ】真岡土木事務所 ☎83-8306 FAX83-8319
　真岡鐵道株式会社 ☎84-2911 FAX84-2913
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荒町（泉町）交差点

夜間全面通行止め時のう回路 N

◎固定資産税・都市計画税（第 3期）
◎国民健康保険税（第 3期）
◎後期高齢者医療保険料（第 3期）
◎介護保険料（第 3期）
【納期限】10月1日（月）※口座振替10月1日（月）
【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

市税等納期限（9 月）市税等納期限（9 月）

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年第 4回
 市議会定例会報告」
・もおかインフォ
「浄化槽の日」
「市民課で発行している証明書の申請書」

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

◆わくわく体操　
　10月のテーマ
「腰痛予防」

13:00
20:00

◆コットン
　タイム
「第59回真岡市消防
 操法大会《後編》」

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

◆いちごショート
  ケーキ
「第 24 回ふるさと
発見！思い出づくり」
「岸本神社例大祭」

土地統計調査土地統計調査をを実施中実施中ですです
　総務省統計局・栃木県・真岡市では、10月1日を基
準日として住宅・土地統計調査を実施しています。
　この調査は、住生活に関する様々な施策のための
基礎資料を得ることを目的とし、特に高齢化社会を
支える居住環境、耐震性・耐火性といった住宅性能
水準の達成度、土地の利用状況などを把握すること
をねらいとしています。調査結果は、暮らしと住ま
いに関する計画や施策の基礎資料として、幅広く利
用されています。調査へのご協力をお願いします。
◆インターネット回答・郵送提出での回答期限は10月
8日（月）までです。便利な回答方法をご活用ください。
◆調査員訪問時には、調査へのご協力をお願いします。
◆この調査は、統計法により回答の義務が定められています。
◆調査票に記入した内容は、統計作成目的以外に使
　われることはありません。
【かたり調査にご注意ください！】
　住宅・土地統計調査を装った不審な訪問者や電話・
電子メールなどにご注意ください。今回の調査では、
電子メール等で個人情報の回答を求めたり、金品を請
求したりすることはありません。
【問い合わせ】企画課統計係 ☎83-8109  FAX83-5896

10 月10 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【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

【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）
とき 内容（主催） 参加料

4日（木）、18日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

6日（土）、20日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

7日（日）、21日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

11日（木）、25日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

平成 30 年度 第 2 回平成 30 年度 第 2 回
真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集

【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係
　☎ 83-8694 FAX83-6240

【受付期間】10月12日（金）～25日（木）（土・日曜を除く）
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分

住宅名 間取り戸数 その他
東郷市営住宅 3LDK 1戸 複数人世帯優先、

応募がなければひと
り世帯でも入居可

高間木市営住宅 3DK 1戸
さくら市営住宅 3DK 1戸
錦町市営住宅 2LDK 1戸
三ノ宮市営住宅 1LDK 1戸 優先部屋・障がい者向き
※優先部屋の対象は、ひとり親世帯、犯罪被害者世帯、
障がい者世帯、高齢者世帯です。

【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類を添えて下記へ申し込みください。
※応募多数の場合は抽選となります。

本部

機織り体験 バスに乗ってバスに乗って
市内観光♪市内観光♪

伝統音楽祭


