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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
【4月29日（月）～5月5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】情報政策課情報管理係
　 ☎ 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
「特殊詐欺防止のため
の補助事業」
もおかインフォ
「市民課窓口
シュミレーション」
「木綿会館リニューアル」
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◆いちご
ショート ケーキ

「第 48 回行屋
川桜まつり・第
1回舞丘さくら
祭」
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◆わくわく体操　
4月のテーマ
「上半身の姿勢づくり」
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◆コットンタイム
「平成30年度第
30 回真岡市地
域公民館芸能発
表会【後編】」
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◆小学校卒業式
久下田小学校　4月 30日・5月 1日・4日
長田小学校　　5月 2日・3日・5日
長沼小学校　　4月 30日・5月 1日・4日
中村小学校　　5月 2日・3日・5日

市民意向調査市民意向調査ににご協力ご協力くくだださいさい
　市民の皆さまの市政に対するご意見を、今後
のまちづくりに反映させるため、「市民意向調査」
を実施しています。市内在住の 3,000 人を無作
為に選び、調査票を送付しましたので、調査票
が届いた方は、ご協力をお願いします。
【提出期限】5月 10日（金）までに投函ください。
【問い合わせ】 総合政策課総合政策係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

真岡市戦没者追悼式を開催真岡市戦没者追悼式を開催
　先の大戦で戦禍に倒れた英霊に対し、追悼の誠
をささげるため、市主催の式典を開催します。
【とき】5月23日（木）　午前10時開式
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【対象】どなたでも参列できます。参列を希望する
方は、直接会場にお越しください。

【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎81-6943 FAX83-8554

水石盆栽展水石盆栽展
【とき】5月 3日（金）～ 5月 5日（日）
　午前 9時～午後 4時（5日は正午まで）
【ところ】久保講堂　【内容】水石と盆栽の展示

第 40回第 40 回 『花と緑の市』
【とき】5月 3日（金）～ 5日（日）
　午前 9時～午後 4時
【ところ】久保講堂南側庭園
　※久保講堂南側砂利駐車場をご利用ください。
◆ 5月3日（金）
・午前9時～　ツツジの苗木無料配布  先着500人
・午後　ミニ盆栽教室（500円）　先着 25人
◆5月4日（土）
・午前　コースター作り体験（100円）先着20組
・午後　花の寄植体験（500円）先着 50組
◆5月5日（日）
・午前　木工体験（500円）先着20組
・午後　コケ玉作り（200円）先着 50組
【問い合わせ】　商工観光課観光係 
　☎ 83-8135  FAX83-0199

真岡市臨時職員真岡市臨時職員（業務員）（業務員）募集募集
●都市計画課　1人　
【勤務期間】4月～平成 32年 3月 31日
　※ 14日間を試用期間とします
※雇用期間終了後、再度の応募・選考による
　再任用の可能性あり　【選考】面接（随時）

【勤務内容】①公園等の巡回、施設の簡易な修理
②公園等の整備で生じた枝や草を西田井グリー
ンセンターへ搬入する作業および処理業務等　
※ホイールローダーでの作業および 2t トラッ
クでの運搬業務あり　【賃金】日額6,450円

【応募条件】普通自動車免許所有の方（AT車限定不可）
【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
【申し込み】市販の履歴書・職務経歴書に所要事項
を記入し事前に連絡の上、下記へ本人が直接提出

【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

宇都宮都市計画公園事業宇都宮都市計画公園事業
（真岡市総合運動公園）（真岡市総合運動公園）図書縦覧図書縦覧
　真岡市総合運動公園事業（南ブロック12.9ha）
が、県の施行認可を受けましたので、設計概要図
（平面図）を縦覧します。
【縦覧期間】5月 7日（火）から（平日のみ）
　午前 8時 30分～午後 5時
【問い合わせ・縦覧場所】都市計画課
　☎ 81-9055 FAX83-8879

生垣づくり補助事業生垣づくり補助事業
　市では、緑豊かな潤いと安らぎのあるまちづ
くりを進めるために、費用の一部を助成します。
【補助対象】
・住宅や事業所等の敷地内に生垣を植栽する
・生垣総延長 5m以上かつ一般通行用道路に 3m
以上面している

・樹木の高さは、50cm以上あり、1m当り 2本
以上植栽する
※真岡市石塀等撤去費補助事業を利用された方
も対象になります
※過去に生垣づくり補助を受けた方は対象外
【補助金額】１ｍあたり3,000円（上限60,000円）
※生垣を植栽する前に下記へ申請が必要です。

害虫駆除用散布器具害虫駆除用散布器具のの貸出貸出
　庭木に発生する毛虫等の害虫駆除用の機械器
具を無料で貸し出します。
【貸出期間】5月 10日（金）～ 10月 11日（金）
　貸出受付は、毎週、月・金曜日のみ
　午前 8時 30分～正午（祝日除く）
【ところ】都市計画課作業所
　（シルバー人材センター事務所西側）
※事前に下記へ連絡のうえ、借りに来てください。
【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎ 83-8724 FAX83-8879

     無人ヘリコプターによる  　　
麦病害虫防除を実施中  　
【散布期間】真岡地区：5月 10日（金）まで
 　　　　　二宮地区：5月 11日（土）まで
※いずれも午前 5時～正午、天候、出穂の条件
　により散布日時の変更あり
【対象】二条・六条大麦・小麦
【使用農薬】トップジンMゾル（殺菌剤）8倍希釈
【問い合わせ】
　JA真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

真岡市スポーツ推進計画真岡市スポーツ推進計画
策定委員を公募します策定委員を公募します

　市では、スポーツに関する施策を総合的かつ
計画的に推進するため「真岡市スポーツ推進計
画」を策定します。この計画に市民の皆さまの
ご意見を反映するため、策定委員を公募します。
【応募人数】2人
【応募資格】 ①満 20 歳以上（平成 31 年 4 月 1
日現在）で、市内に住所を有する方②平日昼
間の会議に出席できる方（5月から平成 32年
3月までの期間で 3回程度を予定）

【応募方法】所定の「公募委員応募用紙」に必要
事項を記入の上、窓口に持参するか、郵送ま
たは Eメールで提出（用紙はスポーツ振興課
で受け取るか、市ホームページで取得）

【応募締切日】5月 15日（水）必着
【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課 〒 321-
4325 真岡市田町 1251-1　☎ 84-2811 
FAX84-6258　Eﾒｰﾙ :sports@city.moka.lg.jp

真岡こいのぼりフェスタ真岡こいのぼりフェスタ
　子どもの日に併せて、カラフルな
「こい」が行屋川を泳ぎます。遠くで眺めると何
かの絵が見えてくるかも！また、オリジナルの
こいのぼり作りも体験できます。自分だけのこ
いのぼりを行屋川に泳がせてみませんか。
【とき】4月 27日（土）～ 5月 6日（月）
【内容】《展示》行屋川水辺公園（行屋橋～城山橋間）、
さだじろう記念館
《こいのぼり作り（色ぬり）、宝探し》さだじろう記念館

工業統計調査工業統計調査をを実施実施しますします
　2019年工業統計調査を6月1日現在で実施しま
す。工業統計調査は、日本の工業の実態を明ら
かにすることを目的とした、統計法に基づく報
告義務がある重要な統計調査です。調査結果は、
中小企業施策や地域振興などの基礎
資料として利活用されます。調査票
の内容の秘密は厳守されますので正
確な回答をお願いします。
■５月中旬から、対象事業所に調査員が調査票
をお持ちします。
■調査員は「調査員証」を必ず携行しています。
■ご回答いただいた内容は、統計作成の目的以
外に使用することはありません。

【問い合わせ】 総合政策課統計係
　☎ 83-8109 FAX83-5896

5 月5月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【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

【ところ】観光まちづくりセンター（さだじろう記念館内）
とき 内容（主催） 参加料

2日（木）、16日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

4日（土）、18日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

5日（日）、19日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

9日（木）、23日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

18日（土）
午後 2時～ 4時

うたごえ喫茶
場所：市民いちごﾎｰﾙ 無料

改正元号記念日（5月1日）改正元号記念日（5月1日）
特別窓口開設特別窓口開設

【業務内容】各種戸籍届出、各証明書発行、印鑑　　
　登録・廃止、マイナンバーカード申請交付
※住所異動を伴う手続き、パスポート申請交付
は実施しません。

【記念撮影スペース】改正元号記念日限定で、改正元
号のボードといちごPRのバックパネルを設置し
た撮影スペースを設けます。ぜひご利用ください。

【問い合わせ】 市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514 

川に油を流さないで！川に油を流さないで！
河川への油流出事故は、水田など下流に大きな被

害をもたらします。事業所ばかりでなく、一般家庭
が原因で油流出事故が生じることもありますので、
油の管理については十分に注意してください。
　使用済みの食用油は薬で固めるか、新聞紙に
吸わせて燃えるごみへ、エンジンオイル等は専
門業者に処理を依頼してください。誤って油を
河川等に流してしまった場合や、河川に油膜を
見つけた場合は、すぐに下記へ連絡く
ださい。
【問い合わせ】環境課公害対策係
　☎ 83-8127 FAX83-5896


