
鬼怒水辺観察センター主催鬼怒水辺観察センター主催
野鳥・蝶・トンボの写真展野鳥・蝶・トンボの写真展
身近な野鳥などの生態写真を展示します。

【とき】3月 17日（日）までの水曜・土曜・日曜
　午前 9時～午後 3時
【ところ】鬼怒水辺観察センター隣
国土交通省河川防災インフォメーションセンター

【入場料】無料
【問い合わせ】鬼怒水辺観察センター  ☎84-6439 
　FAX 84-3312（月・火・木・金曜休み※祝日除く）
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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
【3 月 11日（月）～ 3月 17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）

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

とちテレ「とちぎ発！旅好き！」とちテレ「とちぎ発！旅好き！」
真岡市特集を3/14（木）放送真岡市特集を3/14（木）放送
　「サミット開催！いちごのまち」と題して、手島
優さんと森戸知沙希さんが、日本一のいちごのま
ち真岡市でいちごを巡る旅をします。ぜひご覧く
ださい。
【放送局】とちぎテレビ
【番組名】とちぎ発！旅好き！（30分番組）
【放送日】3月 14日（木）午後 7時から
【再放送】3月 16日（土）午前 9時から
【再々放送】3月 17日（日）午後 2時から
【問い合わせ】企画課企画調整係
　☎ 83-8102 FAX83-5896

原付バイク原付バイクとと農耕車等農耕車等のの
夜間廃車受付を実施夜間廃車受付を実施

　原付バイクと小型特殊自動車（農耕用含む）の臨
時夜間異動（廃車等）受付を行います。
　軽自動車税は、4月1日に所有の方に年税（１年分）
で課税されます。3月31日までに廃車や名義変更の
手続きをしないと、平成31年度も課税されます。
【夜間受付の日程】
　3月 20日（水）、22日（金）、27日（水）、
　29日（金）　各日とも午後 7時まで
【受付場所】市役所税務課および二宮支所
【対象車種】
　①原動機付自転車（125㏄以下のバイク等）
　②小型特殊自動車
　　（トラクター、コンバイン、フォークリフト等）
※４輪の軽自動車や 126㏄以上のバイク等の手

　　続きはできません。
廃棄、譲渡以外の理由（一時抹消等）では、廃車できません。
【問い合わせ】 税務課諸税係
　☎ 83-8112 FAX82-1066

平成 30年度平成 30 年度
真岡市老人保健福祉施設整備事業真岡市老人保健福祉施設整備事業
に係る整備法人の決定についてに係る整備法人の決定について
　真岡市老人保健福祉施設整備事業に応募のありま
した法人について、厳正に審査した結果、次のとお
り整備法人を決定いたしました。
〇地域密着型特別養護老人ホーム（29床）
　　整備年度　　平成 31年度
　　整備予定地　真岡市堀内地内
　　整備法人　　社会福祉法人　三起　　　　　　
　　　理事長　　高橋 仁志
【問い合わせ】 いきいき高齢課介護認定係 
　☎ 83-8197 FAX83-8554

下水道使用可能区域下水道使用可能区域がが拡大拡大しますします
　4月から新たに次の区域で公共下水道の使用が可
能になりますので、この区域の図面を縦覧します。
【該当区域】
　■亀山北土地区画整理地内の一部の区域
　■中郷・萩田土地区画整理地内の一部の区域
　■長田の一部の区域
　■柳林の一部の区域
　■西高間木の一部の区域
【縦覧期間】3月 15日（金）～ 28日（木）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
　※土曜・日曜・祝日は除く
【縦覧場所】市役所下水道課（本庁舎北側）
◆水洗化工事はお早めに
　下水道の使用が可能になると、区域内にお住まい
の方は、速やかに水洗化工事を行うことが法律で決
められています。なお、水洗化工事は、粗雑な工事
や違法な工事を防ぐため、市の指定工事店にご依頼
ください ｡
◆水洗化改造で金融機関から資金融資を受ける
場合、市が利子分を補給する制度があります
金融機関から借り入れた金額のうち 35万円を限

度額とし、それにかかる利子を市が負担します。
【限度額】35万円
【返済方法】毎月 1万円ずつ 35回以内
【問い合わせ】 下水道課業務係 ☎83-8160 FAX83-8142

　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

【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 FAX83-6208Ｅメール：ichigo-summit@city.moka.lg.jp

■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

■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

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
「合併10周年を迎えて」
・もおかインフォ
「真岡の一万本の
 桜まつり」
「コラボーレもおか」

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 7回空ちゃん
参集 IN 大前神社」
「第 1回ふれあい
 ティーボール
 教室」

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」

7:00
9:00
11:00
15:00
17:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
　もおか
「パン工房　小麦」

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《後編》」

真岡駅東口
発

メイン会場
（あぐり里っ娘）

発

サテライト会場
（法務局前）

発
時 分 時 分 時 分
10 15  35 10 35  55 10 51
11 01  21  47 11 21  41 11 11  37  57
12 07  53 12 27 12 43
13 28 13 02  48 13 18
14 14  33 14 07  34  53 14 04  23  50
15 00  19 15 20  39 15 09  36  55

無料周遊バス運行表無料周遊バス運行表
真岡駅東口→メイン会場（あぐ里っ娘）→サテラ
イト会場（法務局前）の順で周遊します。

出発時間を記載
・交通事情等により、時間が異なる場合があります。
・無料で何度でも乗り降り可能です。
・定員が決められているため、乗車人数によっては
　乗車をご遠慮願うこともあります。

《3月》 《3月》 ～～献血にご協力を～献血にご協力を～
と　き と　こ　ろ

13日
（水） 9:30 ～ 16:00 真岡青年会議所

（ｻﾞ ･ ﾋﾞｯｸｴｸｽﾄﾗ真岡店）
14日
（木）  9:30 ～ 10:20 栃木県農業共済組合

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

ら

床）

　　　 　

モオカの休日モオカの休日

【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

ミニミニバッグチャーム作りミニミニバッグチャーム作り
【とき】3月 24日（日）
　①午前 10時 30分～ ②午後 1時 30分～
【ところ】 観光まちづくりセンター（さだじろう記念館内）
【定員】各回 6人　【参加料】500円
【主催】ふしぎな花倶楽部

公民館・青年女性会館公民館・青年女性会館
定例使用団体による定例使用団体による

作品展示会作品展示会
　公民館と青年女性会館で活動している定例使用団
体の作品展示会を開催します。それぞれの団体の会
員が、これまで学んできた成果を発表
しますので、ぜひご来場ください。
【とき】3月 11日（月）まで
　午前 9時～午後 4時
【ところ】久保講堂
【参加団体】パッチワーク愛好会、真岡短歌会、詩
愛好会「雲」、書道愛好会、あおぞらデッサン会、
押し花サークル「あじさい」、すま・切り絵、ア
レンジメントフラワーあれこれ草、絵手紙「オリー
ブの会」「すみれ」、水彩画「レモンの会」「柚子
の会」「かりんの会」、かなフォーラム萌香社、真
岡俳句会、花みずき押し花倶楽部

【問い合わせ】  生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070

れの団体の会


