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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
【12月 17日（月）～12月 23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
「年末年始の
 防犯対策について」
・もおかインフォ
「年末年始の防犯対策」
「プレミアム付き商品券の使用期限、
 初市（だるま市）開催」
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◆わくわく体操　
12月のテーマ
「猫背予防」
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◆コットンタイム
「いたどまち＆
どんとこい広場の
音楽祭」

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

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

◆いちごショート
  ケーキ
「栃木県シルバー大
学校同窓会真岡支部
第4回文化祭」
「SLフェスティバル」

■ダンスパフォーマンスコンテスト■
　一万人プール側特設ステージで開催するダンス
コンテストです。ダンスのジャンルは問いません。
【会場】特設ステージ
【対象】①、②の条件を全て満たすこと
　① 2～ 10人のダンスチームであること。
　②県内の大学、専門学校、小中高学校、保育所、
　　幼稚園に在籍していること。
【募集期限】平成 31年 2月 15日（金）

■ブース出店者■
　いちごに関する飲食・物販ブースやグルメブー
スの出店者を募集します。
①いちごおよびいちご加工品エリア
【対象】県内外問わずいちごの飲食・加工品を提供する事業所
②栃木県内ご当地グルメエリア
【対象】県内で活動している団体または事業所（飲食店可）
【募集期限】平成 31年 1月 11日（金）
※出店基本料は、15,000 円です。
　（テント 2x3 間、テーブル 2台、いす 3脚）
　その他必要な機器については別料金です。

※イベント内容や応募方法の詳細については、市
ホームページをご覧になるか、下記までお問い合
わせください。

※応募多数の場合は、事務局で調整させていただきます。
【申し込み・問い合わせ】
　全国いちごサミット in 真岡実行委員会事務局
いちごサミット推進室  ☎83-8141 FAX83-6208
　Ｅメール：ichigo-summit@city.moka.lg.jp

もおか“いちご”フェスタ2019もおか“いちご”フェスタ2019
いちごサミットプレイベントいちごサミットプレイベント

参加者募集参加者募集
【とき】3月17日（日）午前9時30分～午後3時30分
【ところ】井頭公園駐車場（井頭温泉北側）

第5回はが路ふれあいマラソン交通規制にご協力ください第5回はが路ふれあいマラソン交通規制にご協力ください
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【とき】12月 16 日（日）　午前 9時 33 分スタート
　芳賀郡市一市四町の道路をコースとして、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を開催します。第5回はが路ふれあいマラソンを開催します。
　開催に伴いコースおよび付近の道路では大　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。幅な交通規制のため、混雑が予想されます。
周辺住民の皆さまには大変ご迷惑をおかけし周辺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。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、月曜日は除く）

年末の交通安全県民総ぐるみ運動年末の交通安全県民総ぐるみ運動
および年末年始特別警戒および年末年始特別警戒

　年末年始は、交通事故や犯罪が多く発生する時期
です。交通事故防止と防犯に努めましょう。

年末の交通安全県民総ぐるみ運動
【運動期間】12 月 11 日（火）～ 31 日（月）
【スローガン】マナーアップ！あなたが主役です
【運動の重点】①子どもと高齢者の交通事故防止 
　②全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底 ③飲酒運転の根絶 ④「ライ
ト 4（フォー）運動」の推進

年末年始特別警戒実施
【実施期間】12 月 11 日（火）～ 1月 3日（木）
【スローガン】みんなでなくそう 年末年始の事件事故
【問い合わせ】市民生活課交通安全係☎ 83-8110 
　市民生活係☎ 83-8394（共通）FAX83-8392

久下田浄水場電気設備更新工事久下田浄水場電気設備更新工事にに
伴う伴う水道水の濁りについて水道水の濁りについて
　久下田浄水場の電気設備更新工事を実施します。
　工事作業は、機器の運転を停止して行うため、水
道管内の水圧が変化し、一時的に水の濁りが発生す
る恐れがあります。工事時間帯の水道水の使用にご
留意ください。また、工事時間帯以降に蛇口から赤
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。
　この工事は、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】12月 18日（火）午前 9時～午後 5時
【影響地域】久下田、久下田西一丁目～七丁目、さ
くら一丁目～四丁目、境、程島、長島、石島、大
根田、大和田、下大曽地内

【問い合わせ】水道課浄水係 ☎83-8697 FAX84-7512

＜①、②共通事項＞
【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【定員】各回先着 10人　【受講料】無料
【申し込み】12/21（金）10:00から電話受付

1 月1 月のの情報センター講座情報センター講座
①初級パソコン講座
【とき】18日（金）午後 1時 30分～ 5時 30分
【対象】初歩的な文字入力・マウス操作ができる方
【内容】文字入力、ファイルの保存、ウィンドウ操作など
　※Windows8 使用予定
②Power Point 基礎講座
【とき】19日（土）午前 10時～午後 5時 30分
【対象】マウス操作、文字入力ができ、
　ワープロ操作の習熟者
【内容】プレゼンテーションの作成、画面の切り替え、
　スライドのレイアウト・デザイン等

【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎ 83-8881 FAX83-8882（火曜日休）

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 8日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 8日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※12/21（金）8:30～電話予約受付
社会福祉協議会 ☎ 82-8844

8日（火）9:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
受付時間 9:00 ～ 14:00

8、15、22日
各火曜日9:00～15:00

【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 1 月の各種相談日

納め忘れはありませんか？納め忘れはありませんか？
介護保険料納付介護保険料納付のの確認確認を！を！
　市では 2,600 人を超える方が介護サービスを利
用しています。65歳以上の方に納めていただく介
護保険料は、介護サービスに必要な費用の 23％を
担う大切な財源となっています。介護サービスが必
要となった時に安心してサービスを受けられるよう
に、介護保険料は必ず納めましょう。
【納付できる場所】
真岡市役所、二宮支所、足利銀行、栃木銀行、常陽銀行、

　筑波銀行、真岡信用組合、中央労働金庫、はが野農
　業協同組合、ゆうちょ銀行（関東および山梨県内のみ）
【口座振替】
　納め忘れのないよう、安全で便利な口座振替をご
　利用ください。上記の真岡市内の金融機関または
　真岡市役所・二宮支所に通帳、通帳の届出印をお
　持ちの上、申し込みください。
【その他】
※特別徴収（年金から直接納める方法）の方は納め
　に行く必要はありません。
※平成 30年 12月末日までに納めた介護保険料は、
　平成 31年 2月から 3月に行われる確定申告の際
　に、社会保険料控除の対象となります。
【問い合わせ】
■介護保険制度・介護保険料について
　いきいき高齢課介護保険係 ☎83-8094 FAX83-8554
■口座振替について
　納税課収納管理係 ☎ 83-8115 FAX83-6205

芳賀地区広域行政事務組合芳賀地区広域行政事務組合
斎場臨時職員斎場臨時職員をを募集募集

【業務内容】火葬業務および施設内清掃業務
【勤務場所】芳賀地区広域行政事務組合斎場
　　　　　　（真岡市熊倉町 4961）
【雇用期間】平成 31年 1月 4日～ 3月 31日
　※雇用期間更新の可能性あり
【賃金】日給 9,675 円　通勤手当あり（上限あり）
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　週休二日制（友引・年始の他、勤務シフトによる）
【申し込み】下記へ電話にて申し込み。後日面接を
実施します。面接時、履歴書を持参してください。

【その他】作業服（ワイシャツ・ネクタイ・ズボン1組）
を支給します。

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

真岡いちごウォーク参加者募集真岡いちごウォーク参加者募集
【とき】平成31年3月17日（日）※雨天決行（荒天中止）
【ところ】総合運動公園陸上競技場
【コース】①歴史探訪コース 23㎞（8:30 スタート）
　②全国いちごサミット in もおかコース 12㎞　
　　（9:30 スタート）
　③街なか散策コース 5㎞（10:00 スタート）
【参加費】一般（高校生以上）：1,500 円、
　小・中学生：500円、小学生未満：無料
【申し込み】平成 31 年 2 月 12 日（火）までに、
パンフレット添付の郵便振替用紙で申し込み、
または、ホームページ（ウォーキングモシコム
https://moshicom.com）にて申し込みください。

　※申し込みの際、別途手数料がかかります。
　※パンフレットは、下記窓口・市役所案内等に設
　置してあります。

【問い合わせ】真岡グリーンツーリズム推進協議会
　事務局（農政課）☎ 83-8139 FAX83-6208

ト）

まで

12/29（土）～翌年1/3（木）12/29（土）～翌年1/3（木）
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 FAX83-8514 

　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メンテナ
ンスを行うため、下記期間は終日使用で
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。
【停止期間】12月 29 日（土）～翌年 1月 3日（水）


