
　2020 年 3 月に開催される「全国いちごサミッ
ト in もおか 2020」のプレイベントとして開催し
ます。いちごのイベントを盛りだくさんに用意し
ていますので、ぜひ会場へお越しください。
【とき】3月 17 日（日）
午前9時30分～午後3時30分　※雨天決行

【ところ】井頭公園東駐車場（真岡井頭温泉北側）
　いちごチャットパレス（井頭温泉チャットパレス）
あぐ里っ娘
■主なイベント■
◆とちぎヤングアグリサミット※県内高校生に　
　よる農業研究発表（いちごチャットパレス）　
◆ダンスコンテスト「ストロベリーCUP!2019」
◆インスタグラマー石井里奈さんといちご狩りを
　体験しよう !（あぐ里っ娘）
◆真岡ミュージカル“真岡のイチゴにささげる物語”
◆三味線シンガーあびこめぐみさんによるライブ
◆真岡市内スマホラリー（真岡駅・道の駅にのみ
　や・久保記念観光文化交流館）
◆いちご特別販売、いちご商品大集合　など

【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
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3 月 4日（月）から3月 4日（月）から
「いちごバス「いちごバス（コットベリー号）」（コットベリー号）」のの
  運行内容が変わります  運行内容が変わります

　新芳賀赤十字病院の外来診療開始日の 3月 4日
（月）に合わせ、コミュニティバスの「いちごバス
（コットベリー号）」の運行内容を変更します。
【運行内容】市内循環線 18便 /日（右回り 12便、
左回り6便）。車両は、小型バスの「ポンチョ」（乗
車定員約26人）を採用し、3台体制となります。
車両デザインと停留所デザインも新しくなります。

【運行時間】午前 7時 20分～午後 5時 30分
【運行ルート】現在のルートを基準としながら、移
転する新芳賀赤十字病院への対応や、利用状況を
考慮した変更を加えたものです。
※詳細については、市HPや広報紙の配布等で、お
知らせしますので、よろしくお願いします。

「日本一のいちごの街もおか」を広く
PRするため、3月 4日（月）から
「いちごバス」の愛称で運行します。

【問い合わせ】企画課企画調整係 ☎ 83-8102
　FAX83-5896 Ｅメール：kikaku@city.moka.lg.jp

利用補助券の使用期限は利用補助券の使用期限は
3 月 31 日です！3月 31 日です！

　下記の「平成 30年度真岡井頭温泉・あぐ里っ娘・
道の駅にのみや利用補助券」は、使用期限が 3月
31日（日）までですので、忘れずにご利用ください。

特定検診受診者
わくわくプレゼント
（国保の方）

ちゃれんじ 60歩こうか
真岡プラス 1事業
（達成した方）

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

旧長沼北小旧長沼北小のの利活用説明会開催利活用説明会開催
　旧長沼北小は今後、障害者福祉サービス事業所兼
地域コミュニティ施設「そうそう長沼」として利活
用を図ります。説明会に、ぜひご参加ください。
【とき】3月 6日（水）午後 6時から
【ところ】二宮コミュニティセンター301会議室
【対象】地域住民の方、旧長沼北小に関係のある方
【説明】社会福祉法人　飛山の里福祉会
【問い合わせ】企画課管財係 ☎ 83-8103 FAX83-5896

　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
　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。平日に窓口へ来るのが難し
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】3月 10日（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

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【3 月 4日（月）～ 3月 10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）

亀山北土地区画整理事業地内亀山北土地区画整理事業地内
保留地の公売保留地の公売

　個人、法人は問いません。申し込みは、下記窓口
へ問い合わせください。 ※随時先着順で売却します。
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時
　（土曜・日曜・祝日を除く）

面積
( ㎡ )

価格
（千円）

㎡単価
（円）

用途地域
（容積率 /建ぺい率）

② 292.77 7,810 26,700 第一種低層住居専用地域（80/50）

③ 296.14 7,290 24,600 第一種住居地域
（200/60）

※学区：大内西小学校、真岡中学校
【公売箇所図】

【申し込み・問い合わせ】
区画整理課
　亀山北指導一係・二係
　 ☎ 83-8156
　 FAX83-6209

真岡市選挙管理委員会真岡市選挙管理委員会からのからの
お知らせお知らせ

◆栃木県議会議員選挙
＜告示日＞ 3月 29日（金） ＜投票日＞ 4月 7日（日）
【真岡市で投票できる方】平成 13年 4月 8日以前
に生まれ、かつ、平成 30 年 12 月 28 日以前に
真岡市に転入届をし、引き続き 3カ月以上住所
を有する方
◆真岡市議会議員選挙
＜告示日＞4月14日（日） ＜投票日＞4月21日（日）
【真岡市で投票できる方】平成 13 年 4 月 22 日以
前に生まれ、かつ、平成 31年 1月 13 日以前に
真岡市に転入届をし、引き続き 3カ月以上住所
を有する方

投票所が変更になります投票所が変更になります
【第 3投票所】真岡市役所（教育委員会会議室）
　　　　　　⇒真岡市青年女性会館
一部の区域で投票区を変更しました一部の区域で投票区を変更しました
地区 投票区 投票所

下大沼 1、2
上大沼 1、長田 5 第 28投票区 中村農村環境

改善センター
上大沼 2、
長田 2、3、4 第 30投票区 長田小学校

※長田土地区画整理事業地区外の有権者の方の変更
　はありません
【問い合わせ】真岡市選挙管理委員会
　☎ 83-8190 FAX83-8082

子ども予防接種週間の子ども予防接種週間の
お知らせお知らせ

　毎年3月1日から3月7日までの7日間は、「子ども
予防接種週間」です。4月からの進学に備え、必要な予
防接種を済ませ、病気にかからないようにしましょう。
　事前の予約やワクチンなどは、直接市内医療機関
にお問い合わせください。
子ども予防接種週間　実施医療機関
金子医院、柴小児科、高橋内科クリニック、なか
むらこどもクリニック、西真岡こどもクリニック、
西真岡アクセプト・インターナショナルクリニッ
ク、真岡西部クリニック、真岡病院、
飯野医院、いとう医院、深谷医院
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

3 月の女性がん集団検診3月の女性がん集団検診
　今年度がん検診受診のラストチャンスです。まだ
受けてない方は、ぜひ検診を受けてがんを予防しま
しょう。　【受付】午後 1時～ 2時

日　程日　程 実　施　会　場実　施　会　場
4 日（月）・6日（水） 総合福祉保健センター
※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】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX83-8619

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●保育士　3人
【勤務場所】市内保育所　【応募条件】保育士資格
【賃金】日額 8,490 円
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時（休憩 60分）
●保育士（短時間）2人
【勤務場所】市内保育所　【応募条件】保育士資格
【賃金】時給 1,130 円
【勤務時間】午前 7時 30 分～午後 7時までの間で
4時間以上勤務　※勤務時間については応相談

上記共通事項上記共通事項
【勤務期間】4月 1日～平成 32 年 3 月 31 日
　※ 14日間を試用期間とします
【手当等】通勤手当（2km以上該当 上限 7,100 円）
　健康保険、厚生年金、雇用保険加入
【選考】面接（随時）
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前
に連絡の上、資格証を添えて、下記まで本人が直接
提出ください。 【受付時間】午前9時～午後5時

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　総務部総務課人事給与係 ☎83-8099 FAX82-1065

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
「もおか“いちご”
 フェスタ 2019」
・もおかインフォ
「マイナンバーカードを利用した証明書の
 コンビニ交付サービス」
「総合運動公園の整備」

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

◆わくわく体操　
3月のテーマ
「ながら運動」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第 12 回イマキダ
ンシング発表会」

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

◆いちごショート
　ケーキ
「大前神社節分祭」
「グラウンドゴルフ
ダブルス交流大会」

■サテライト会場■
◎さだじろう記念館（久保記念観光文化交流館）…
撮影スポット“ロゴマークでひょっこり映え”、
まろに☆え～る痛車展示、観光物産館“いちご
フェア”など
◎真岡木綿会館南側…ハンカチをいちごで染めて
みませんか！
◎まちのお休み処「もめん茶屋」…特別イベント
開催
◎まちあるき駐車場…天の織姫市臨時開催
◎道の駅にのみや…いちご関連商品特別販売


