
真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
山内恵介 熱唱ライブ山内恵介 熱唱ライブ
【とき】3月 9日（土）午後 2時開演（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【入場料】全席指定 6,000 円
  （真岡市芸術鑑賞会会員、会館購入時に限り500円引）
　※未就学児入場不可
【チケット発売】
＜一般発売＞12月22日（土）午前9時から
　（電話予約は午後 1時～）
　発売初日は、一人 4枚まで
＜芸術鑑賞会員先行販売＞12月13日（木）午前9時から
　詳細は、市民“いちご”ホールまで
【プレイガイド】市民“いちご”ホール（市民会館）
窓口☎ 83-7731（日曜・祝日を除く 8:30 ～
17:15）、FKDショッピングモール宇都宮インター
パーク店☎ 028-657-6534、FKDショッピング
プラザ宇都宮店☎ 028-623-5269、チケットペ
イ、パソコン、スマートフォンから予約・購入で
きます。一部コンビニ決済・発券可能。

【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎ 83-7731 FAX83-4070 （日曜・祝日休）

もおか
W e e k l y  N e w s

真岡市総務部秘書課広報広聴係 編集
☎0285-83-8100  Fax0285-83-5896

平成30年

11月30日発行
第 2702 号

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【12 月 3日（月）～ 12月 9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

※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）
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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
「市民意向調査について」
・もおかインフォ
「市民意向調査の結果」
「真岡市の家計簿」
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◆いちごショート
  ケーキ
「第34回ふれあい
フェスティバル」
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◆わくわく体操　
12月のテーマ
「猫背予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第 37回親子
 仲良し運動会」
「第 50回真岡市
老人クラブ大会」

◆真岡市議会放送予定
【開会】12月3日10:00～（生中継）、18:00～（再放送）

人権相談のお知らせ人権相談のお知らせ
人権擁護委員が相談にのります。独りで悩まず、
まず、ご相談ください。※秘密は厳守します。
期日 時間 場所

12/4（火）17:00 ～19:00
真岡市公民館

二宮コミュニティセンター
【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943 FAX83-8554

交通指導員募集交通指導員募集
　児童生徒の登校時の交通指導や、市主催行事にお
ける交通指導などを行う、交通指導員を募集します。
【指導時間】原則として月曜日から金曜日の児童生
　徒登校時間　おおむね 1時間程度
【街頭指導場所】
  ①上高間木 和光メガネとローソン横断歩道（真岡西小学区）
  ②台町 真岡駅入口交差点（真岡小学区）
  ③下高間木 はま寿司北交差点（真岡西小学区）
  ④久下田 久下田下交差点（久下田小学区）
【募集人数】4人　【身分】非常勤特別職地方公務員
【委嘱期間】平成31年4月1日～平成32年3月31日
　任期は 1年とし再任は妨げない
【報酬】真岡市非常勤嘱託報酬規程による
　※勤務に必要な制服、装備品は市から貸与
【応募条件】市内に住所を有する方。採用時、満 20
歳以上 63歳未満の方。交通指導員活動に熱意が
あり、健康な方。普通自動車運転免許を有する方。

【応募方法】履歴書（写真貼付）を平成 31 年 1月
25日（金）までに、下記へ提出してください。後日、
面接（2月 4日予定）を行います。
　※応募書類は返却しません。
【応募先・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　市民生活課交通安全係 ☎83-8110 FAX83-8392

第5回はが路ふれあいマラソン開催第5回はが路ふれあいマラソン開催【とき】12月 16日（日）　午前9時33分スタート

■はが路ふれあいマラソンコース　42.195㎞■はが路ふれあいマラソンコース　42.195㎞

■交通規制があります
■9:15～10:20全面通行止め
■片側一車線のみ通行可能

芳賀郡市一市四町の道路をコースとして、第 5 回はが路ふれあいマラソン大会を開催します。開催
に伴いコースおよび付近の道路では大幅な交通規制のため、混雑が予想されます。周囲の住民の皆さ
まには大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

【問い合わせ】はが路ふれあいマラソン実行委員会事務局　☎028-677-5155　8:30～17:15（日曜・月曜日は除く）

　マイナンバーカード　マイナンバーカード
申請・交付 特別窓口開設申請・交付 特別窓口開設
毎月第2日曜日にマイナンバーカードの申請と交付
手続きができる特別窓口を開設します。平日に窓口に
来るのが難しい方など、この機会にマイナンバーカー
ドの申請と交付手続きの特別窓口をご利用ください。
【とき】平成 31年 3月までの毎月第 2日曜日
【予約可能時間】午前 9時～正午、午後 1時～ 5時
【ところ】市役所市民課
【内容】①マイナンバーカードのオンライン申請
　　　　（無料写真撮影）所要時間 5分
　　　②マイナンバーカードの交付手続き
　　　　 所要時間10分（②については市役所から
　　　　  カード交付の案内ハガキが届いた方が対象です）
※事前に電話での予約が必要です。
マイナンバーカード業務以外の手続きはできません。

【予約方法】下記へ電話にて予約ください。
　予約受付時間　平日：午前8時30分～午後5時15分
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514

真岡市営住宅入居者随時募集真岡市営住宅入居者随時募集
　10月の定期募集で申し込みのなかった部屋につ
いて、随時募集を行います。
【受付期間】11月 30日（金）～ 12月 14日（金）
（土曜・日曜除く）午前8時30分～午後5時 15分

【募集部屋】三ノ宮 1LDK優先部屋
　手すり等が付いており、障がい者対応の造りとなっ
ていますので、お身体の不自由な方を対象とします。
【家賃】収入や家族数により異なります。
【申し込み】建設課で申込書を配布しますので、必
　要事項を記入のうえ、関係書類をそろえて申し込
　みください。　※申込受付は先着順です。
【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係 
　☎ 83-8694 FAX83-6240

きれいなまちづくりにご協力くださいきれいなまちづくりにご協力ください
12/9（日）年末市内一斉清掃12/9（日）年末市内一斉清掃
　公共の場所 (道路、河川、公園など）の清掃をお
願いします。
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）　②空き缶・
空きビン　③雑草・木の枝　④その他　の４種類
　※午前９時までに指定の集積場所に出してください。
　※もえるごみ、空き缶・空きビンは、必ず透明ま
　　たは半透明の袋に入れて出してください。
※真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティア
　　袋（ピンク）は、使用しないでください。
　※雑草や木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れ
　る（雑草は必ず袋に入れる）か、袋に入れない
　場合は、束ねて縛って出してください。

【その他】雨天中止（順延なし）　
※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせします。

【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126 FAX83-5896

市税・水道料市税・水道料などなど一斉納税指導一斉納税指導
　日中、夜間を含め、市職員が該当者に電話連絡や
自宅を訪問して、納税・納入指導を行います。
【対象】市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税）、国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、
水道・下水道使用料

※訪問する職員は顔写真付きの「真岡市職員証」を
　携帯しています。

◆夜間・休日収納窓口◆
《夜間》毎週水・金曜日 午後 5時 15 分～ 7時
《日曜日開庁》毎月第1・3日曜日 午前8時30分～正午
《その他》12 月 15 日（土）・16 日（日）
　　　　午前 8時 30 分～午後 3時
市税のほかに次の使用料は、納付書を持参した場合、
納付可能です。
保育料、市営墓地管理手数料、家庭雑排水処理
手数料、市営住宅使用料、水道・下水道使用料
【問い合わせ】納税課納税推進係 ☎83-8489 FAX83-6205

《12月》 《12月》 ～～献血にご協力を～献血にご協力を～
と　き と　こ　ろ

6日（木）
  9:30 ～ 12:00 JAはが野　本店
13:45 ～ 15:00 福田記念病院
15:45 ～ 16:30 JAはが野 真岡営農センター

13日（木）  9:30 ～ 16:00 真岡ライオンズクラブ
（ザ・ビッグエクストラ真岡店）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

職種職種 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格

保
健
師

2人
程度

次のいずれの条件にも該当する方
①昭和54年4月2日から平成元年4月1日ま
でに生まれた方で、保健師免許を所有する方

②民間企業等において、保健師、看護師または
助産師として5年以上の勤務経験があり、か
つ保健師として2年以上勤務経験のある方

1次
試験

総合適性検査・面接試験
【とき】平成 31年 1月 6日（日）
【ところ】真岡市役所

　2次試験の日時 ･内容、その他試験の詳細につい
ては、試験案内をご覧ください。
◇試験案内の配布
　市役所案内窓口、総務課（本庁舎 2階）または
二宮支所で案内を配布します。案内を郵送で請求す
る場合は、あて先明記の返信用封筒（A4･ 角 2 サ
イズで 120 円切手を貼付）を同封し、下記まで請
求してください。なお、試験案内は市のホームペー
ジからダウンロードすることもできます。
◇受験申し込み方法
　案内に添付してある採用試験申込書に必要事項を記
入し、12月 20日（木）までに下記へ提出して下さい。
【あて先・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市総務部総務課人事給与係　☎ 83-8099
　FAX82-1065　HP:https://www.city.moka.lg.jp/

クリスマス切り絵を作ろうクリスマス切り絵を作ろう
クリスマスがテーマの切り絵を作ります。子どもから
大人まで楽しめる「切り絵」をぜひ体験してみてください。
【とき】12月 9日（日）午前 10時～正午
【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）
【参加料】実費負担　【主催】すま・切り絵
【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

内）

協会 

平成 31年度採用平成 31 年度採用 真岡市職員真岡市職員
保健師保健師（社会人対象）（社会人対象）募集募集


