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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
【11月 12日（月）～11月 18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

【問い合わせ】産業祭☎ 82-3305（真岡商工会議所）　JAまつり☎ 84-6611（JAはが野真岡支店）
子どもまつり☎ 82-7151（市：生涯学習課）　消費者まつり☎ 83-8394（市：市民生活課）
環境展☎ 83-8692（市：環境課）
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産業祭
　　　　格安販売「青空市」
　　GT-Rパトカー・自衛隊展示
　B級グルメ・模擬店、
アルミ缶回収、ミニ建前

  農産物即売会、新米・
ポン菓子・ソバ粉・
牛乳試飲・ 無料配布、
　　仔牛の重さ当て

　　模擬店
　   など　Ｐ
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芳賀庁舎

◇野菜 ･果物など新鮮な農産物を激安販売！◇おいしい地元名産品＆他県の特産も大集合！
◇ダンス･地域芸能などステージも充実！◇真岡市イメージキャラクターのコットベリ－＆もおかぴょんが登場！

バザー（公民館2階）10:00～、模擬店・遊びコーナー10:00～
クイズ大会 10:00～、11:00～
チャレンジゲーム大会 10:30～、11:30～

環  境  展

青年女性会館

消費者まつり

真岡市大産業祭真岡市大産業祭第29回第29回
11 月 23 日（金･祝）
午前10時～午後3時 雨天決行（花火合図）
【会場】久保講堂南駐車場ほか

【真岡工業高校】
・ミニSL　・ミニロボット操作体験

フリーマーケット

公民館 古本市

周遊バス停留所

お子様も楽しめます！
ふれあい動物広場、よさこい、
ふわふわりす など

・いちごの紙風船配布（数量限定）
・くらしに関する情報コーナー
・リサイクル品の抽選会（受付 10:00～ 12:00）

フォン、デジタルカメラ、ゲーム機など
を回収します。
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　　　　南側芝生広場

使用済小型家電回収イベント
不要なパソコン、携帯電話、スマート

当日の無料シャトルバス運行の詳しい時刻は次週のWeeklyNewsもおかでお伝えします！当日の無料シャトルバス運行の詳しい時刻は次週のWeeklyNewsもおかでお伝えします！

Ｐ

Ｐ

娯楽ステージ
太鼓、舞踊、ダンス など

11/23（金・祝）真岡市大産業祭で11/23（金・祝）真岡市大産業祭で
使用済小型家電を回収します使用済小型家電を回収します
　「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」
　　　に参加します
　2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラ
リンピック競技大会の入賞メダルに、不要となった
小型家電に含まれるリサイクル材（金・銀・銅）が
活用されることになりました。
　東京 2020 組織委員会が主催するこの取り組み
に、真岡市も参加することにしました。
　真岡市大産業祭と同日開催の消費者まつり環境展
で、使用済小型家電のイベント回収を行い、集まっ
た小型家電を「都市鉱山からつくる！みんなのメダル
プロジェクト」へ渡します。ご家庭で不要になった
携帯電話やデジタルカメラ、パソコン等の小型家電
を回収しますので、お持ちください。
【とき】11月23日（金・祝）午前10時～午後3時
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）南側芝生広場
【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126 FAX83-5896

国民年金保険料国民年金保険料のの追納制度追納制度
　国民年金保険料は、『追納』することで、将来受
け取る年金額を増やすことができます。
　年金の受給額を計算するときに、保険料の免除や
猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全
額納付した場合と比べて年金額 が低額となります。
　しかし、免除や猶予の承認を受けた期間の保険料
については、過去 10 年以内の期間にさかのぼり、
あとから納付（追納）することで年金受給額を増や
すことができます。
※平成 27年度以前の保険料には、当時の保険料に
　一定の加算額がつきます。
※保険料は、最も古い分から納めていただきます。
※既に年金を受け取っている人は対象外です。
【申し込み・問い合わせ】
　宇都宮東年金事務所 ☎028-683-3211（自動音声2）
　国保年金課国民年金係 ☎83-8593 FAX83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎74-5004 FAX74-1250

入札参加資格申請入札参加資格申請
平成 31・32 年度の受付を実施平成 31・32 年度の受付を実施
　市が発注する建設工事、各種業務、物品購入等の入
札に参加するためには、入札参加資格審査申請書を提
出し、有資格者として認定を受ける必要があります。
【受付期間】市内に本店のある事業者
　12月 3日（月）～ 14日（金）（消印有効）
　※上記以外の事業者は期間が異なります。
　　市ホームページをご覧ください。
【提出方法】郵送（書留・特定記録）を原則とします。
【提出書類】必要提出書類および記載方法等につい
　ては、市ホームページ「しごと・産業・入札」内
　の「入札・契約情報」で確認してください。
【真岡市入札参加資格者名簿登録期間】
　平成31年4月1日～平成33年3月31日（2年間）
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
　総務部総務課契約検査係 ☎83-8145 FAX80-5036

真岡市国民健康保険真岡市国民健康保険
運営協議会委員運営協議会委員をを募集募集

　市では、国民健康保険事業の運営の適正を図り、
事業が円滑に行われるよう真岡市国民健康保険運営
協議会を設置しています。この協議会は、国民健康
保険の運営に関する重要事項を審議する機関です。
【応募条件】①～④の条件を満たす方　2人
　①真岡市国民健康保険の被保険者②本市に引き続き
１年以上住所を有し、国民健康保険への関心の高い方

　③満20歳以上の方④平日昼間の会議に出席できる方
【任期】3年（平成31年1月1日～平成33年12月31日）
【応募方法】「応募理由」を 400 字程度にまとめて、
　住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入
　した書類（自由様式）を、国保年金課に持参、ま
　たは郵送、Ｅメールにて提出してください。
【応募期限】11月 22日（木）必着
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　国保年金課国民健康保険係 ☎ 83-8123 
　FAX83-6205 Eﾒｰﾙ:kokuhonenkin@city.moka.lg.jp

水道管の夜間排水作業に水道管の夜間排水作業に
伴う伴う水道水の濁りについて水道水の濁りについて
　北真岡駅北側の JAはが野真岡支店付近で水道管
の排水作業を実施します。
　作業には細心の注意を払って実施しますが、水道
管内の水圧が変化することで、水の濁りが発生する
場合がありますので、飲み水、洗濯等は、確認の上
使用してください。また、蛇口から赤水等の濁りが
確認された場合には、お手数でもしばらく水を流し、
きれいになってからご利用ください。
　この作業は、水道施設の維持管理上必要であるた
め、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
【作業日時】
　①11月12日（月）午後11時～13日（火）午前5時
　②11月19日（月）午後11時～20日（火）午前5時
【影響地域】西郷、中郷、熊倉町、荒町二丁目、
　荒町四丁目地内の各一部とその周辺
【問い合わせ】水道課工務係 ☎83-8168 FAX84-7512

ぬくもり ふれあい むすびあいぬくもり ふれあい むすびあい
第25回第25回  山前地区公民館まつり山前地区公民館まつり
【とき】11月18日（日）午前 9時から ※雨天決行
【ところ】山前農村環境改善センター
【内容】作品展示（午前 9時から）、芸能発表会（午
前9時 30分から）、地域物産店（午前10時から）、
カレーライス無料配布（午前 11時から）

【問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802 FAX83-6146（日曜・月曜・祝日休）

第9回第9回  にのみや地区公民館まつりにのみや地区公民館まつり
【とき】11月18日（日）午前 9時から ※雨天決行
【ところ】二宮コミュニティセンター
【駐車場】にのみや“とちおとめ”ホール（生涯学習館）
【内容】芸能発表、二宮地区の園児・児童・生徒・
愛好会等による作品展示、地域公民館対抗玉入れ
大会、模擬店、子どもお楽しみコーナー、カレー
ライス無料配布など

【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎ 74-0107 FAX74-0187（日曜・月曜・祝日休）

第25回第25回  真岡地区公民館まつり真岡地区公民館まつり
【とき】11月18日（日）午前9時30分～午後2時頃
【ところ】青年女性会館　※雨天決行
【駐車場】国道294号バイパス沿い広場（青年女性会館東側）
【内容】地域芸能発表会、地域芸術作品展、地域物
産店、抽選会

【抽選会】午後1時開始予定。抽選会に参加する方は、
真岡地区内のご家庭に配布したチラシに付いてい
る抽選引換券を切り取ってお持ちください。

　（抽選券の引き換え受付は、午前 9時 30 分開始
の開会式終了後から午後 0時 30分まで）

【問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日曜・月曜・祝日休）

）

みんなであそびに

きてぴょん！

 第23回  第23回 真岡市音楽祭真岡市音楽祭
　子どもから大人まで、市内の音楽団体が参加します。
また、海外で活躍するバリトン歌手の上江隼人さんとア
ンサンブル・クラシカ・トリオさんをお招きしています。
【とき】11月11日（日）午前9時開場、9時20分開演
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【特別演奏者】上江隼人＆アンサンブル
　・クラシカ・トリオ（午後1時20分頃）
【問い合わせ】真岡市音楽祭実行委員会事務局
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日曜・月曜・祝日休）平成 31 年度採用平成 31 年度採用

芳賀地区広域行政事務組合芳賀地区広域行政事務組合
一般職員を募集一般職員を募集

職種 人数 受験資格

一般
事務 若干名

昭和58年4月2日以降に生まれた方で、
高校卒業以上の学歴を有する方
（平成 31年 3月卒業見込みの方を含む）

【申込期間】11月 28日（水）まで
【試験日程】12月9日（日）受付：午前8時30分～9時
　試験：午前 9時 15分～正午（適性検査含む）
【試験会場】芳賀地区広域行政センター　
【試験方法】第 1次試験 一般教養試験・適性検査
　第 2次試験 作文・口述試験（1次合格者対象）
【第1次試験合格発表】12月 18日（火）午前10時
　組合ホームページおよび芳賀地区広域行政セン　
ター玄関前に掲示
【申込方法】採用試験申込書に所要事項を記入し下
記へ持参または郵送（11 月 28 日（水）必着）

※申込書は下記窓口または、組合ホームページから
ダウンロードください。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4415真岡市下籠谷4412 
　芳賀地区広域行政事務組合総務課庶務企画係
　☎ 82-9151 FAX82-9152
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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
「夜間の交通安全に
 ついて」
・もおかインフォ
「真岡市の環境対策」「真岡市大産業祭」
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◆わくわく体操
11月のテーマ
「ウォーキング」

7:00
9:00
13:00
17:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
 もおか
「紅谷三宅」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第22回真岡市わたの花趣味クラブ発表会《午後の部》」

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

◆いちごショート
  ケーキ
「安全・安心まち
づくりフェスティ
バル」

入場料
無料


