
差押不動産の公売差押不動産の公売
　市では、市税の滞納により差し押さえた不動
産の公売を下記のとおり実施します。
【とき】10月 1日（火）午後 1時 30分から
【ところ】市役所建設部棟会議室（北側庁舎 1階）

※詳しくは市ホームページを確認ください。
【問い合わせ】納税課納税推進係 
　☎83-8489 FAX83-6205

◆公売対象不動産（登記簿による表示）
《売却区分 1》見積価格 8,000,000 円
【土地】  東郷 1513番 2　地積：302.31㎡（宅地）
【建物】構造：木造瓦葺 2階建
【附属建物】地積：44.71㎡　構造：木造瓦葺平屋
《売却区分 2》見積価格 700,000 円
【土地】粕田 1477 番　地積：233.00㎡（田）
【土地】粕田 1478 番　地積：1456.00㎡（田）
《売却区分 3》見積価格 480,000 円
【土地】粕田 1634 番 地積：1168.00㎡（田）
《売却区分 4》見積価格 1,120,000 円
【土地】粕田 1651 番　地積：2697.00㎡（田）
《売却区分 5》見積価格 8,070,000 円
【土地】下籠谷4295番3 地積：684.00㎡（雑種地）
《売却区分 6》見積価格 8,630,000 円
【土地】亀山355番6 地積：989.00㎡（雑種地）
　　　  亀山355番14 地積：497.00㎡（雑種地）

高齢者運転免許証高齢者運転免許証
自主返納支援事業自主返納支援事業についてについて
　市では、自動車運転免許証を自主返納した 65
歳以上の方を対象に、支援事業を実施しています。
【支援内容】いちごバス・いちごタクシーの共通無料

乗車券（無期限）と、タクシー券（月 2 枚）を交付
【対象】次のすべてを満たす方
　①有効期限内の運転免許を自主返納した時、満
　65歳以上で、市内に住所を有している方

　②返納日から1年以内の方
【申請に必要なもの】
　①警察署から交付される「運転免許の取消通知書」
または「運転経歴証明書」の写し

　②顔写真2枚（3cm× 4cm）
【問い合わせ】市民生活課交通安全係
　☎ 83-8110 FAX83-8392 

真岡市まちかど美術館　常設企画展真岡市まちかど美術館　常設企画展
メキシコに生きる画家 竹田鎭三郎メキシコに生きる画家 竹田鎭三郎
- 神秘に満ちた動物たち -- 神秘に満ちた動物たち -
竹田鎭三郎は独自の伝統と文化を持ったメキ

シコに魅了され、1963 年に憧れの国、メキシコ
へ渡ります。竹田鎭三郎がそこで出会った神秘
的な動物たちが描かれた作品を通し、人々を魅
了し続けるメキシコの文化を紹介します。
【開催期間】11月4日（月・祝）まで【入場料】無料
【休館日】　毎週火曜日、10月 23日（水）
　※ 10月 22日（火）開館
【ところ】真岡市まちかど美術館
※駐車場は、真岡信用組合荒町支店
　西側の駐車場を利用ください。
【問い合わせ】真岡市まちかど美術館
　 ☎ 080-8736-3984（火曜日休）
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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
【9 月9日（月）～9月15日（日）放送内容予定】

【問い合わせ】情報政策課情報管理係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896
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◆わくわく体操　
9月のテーマ
「シューズの選び方
とタオル体操」
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◆行ってみっぺ！
　もおか
「八起屋」
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◆コットンタイム
「真岡の夏まつり 荒神祭【3日目】」

◆真岡市議会放送予定
《質疑・一般質問》 9 月 9日、10日
　10:00 ～（生中継）  18:00 ～（再放送）
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◆いちごショート
   ケーキ
「東大島祇園祭」
「東光寺公民館まつ
り」
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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
「敬老の日について」
もおかインフォ
「若者・子育て世代
 定住促進住宅取得支援事業について」
「住宅や塀の大地震への備えについて」

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会巡回相談会＆＆巡回セミナー巡回セミナー
【とき】9月19日（木）【ところ】真岡商工会議所
①とちぎジョブモール巡回セミナー

10:30 ～ 12:00　『応募書類作成』
　講師：ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会
（キャリアカウンセリング）13:00 ～ 16:00
　就職活動やスキルアップに関するアドバイス、
職業適正診断、履歴書の書き方や面接の受け
方のアドバイス

③とちぎ生涯現役シニア応援センター
ぷらっと巡回相談会　13:00 ～ 16:00

　セカンドライフや生涯学習に関するアドバイ
ス、ボランティアや就労などの社会参加活動
に関するアドバイス

【申し込み】9月 17 日（火）午後 5時までに、
下記にて電話で受付　【参加料】無料

【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係
　☎ 83-8134 FAX83-0199

  　 　9月 15日（日）9月 15日（日）
中村八幡宮例大祭開催

時　間時　間 内　　　容内　　　容
9:00 ～ 生姜市
10:00 ～ 神馬参道行進・抜刀術大会
11:00 ～ 例大祭々礼
12:00 ～ 流鏑馬（やぶさめ）
13:00 ～ 太々神楽
13:30 ～ 神輿渡御・お囃子演奏

　当日は、どなたでも利用できる無料周遊バス
を運行します。時刻表などの詳細は、Weekly 
News もおか 9 月 13日号でお知らせします。
【問い合わせ】商工観光課観光係
 　☎ 83-8135 FAX 83-0199

催催

全国いちごサミット協賛募集全国いちごサミット協賛募集
2020年 3月14日、15日に開催される

「全国いちごサミット in もおか 2020」
の協賛を募集しています。

協 賛協 賛
コースコース

個人サポーター 1口：10,000 円～

法人スポンサー 1口：100,000 円～
　※物品提供の協賛は相談ください。
【使用用途】大会の規模拡大、PR活動、市内装飾等
【協賛方法】協賛申込書を下記へ郵送、FAX、Ｅ
　メールにて送付ください。
　※詳細は公式HPで確認ください。
【宛て先・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
全国いちごサミット in 真岡実行委員会
　（いちごサミット推進室内）☎83-8141 FAX83-6208
　公式HP　http://ichigo-summit-moka.jp/

真岡市公共施設等真岡市公共施設等
総合管理計画推進委員総合管理計画推進委員をを募集募集
市の公共施設マネジメント推進について、市民の

方々の意見を反映させるため、委員を募集します。
【募集人数】2人程度
【対象】次のすべてを満たす方
　①市の公共施設マネジメントに興味・関心があ
　り、計画の推進に協力いただける方

　②市内に住所を有する20歳以上の方
　③平日昼間の会議に出席できる方（年1～2回）
【申し込み】市ホームページを確認の上、9月 17
日（火）までに、必要事項（住所、氏名、年齢、
性別、連絡先、応募の動機）を明記したものを
下記へ提出（郵送、FAX、Eメール可）

【問い合わせ】財政課管財係　☎ 83-8103
FAX83-5896　Eメール：zaisei@city.moka.lg.jp

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
 「二宮金次郎」 「二宮金次郎」
【とき】11月 17日（日）
　①午後 2時から
　②午後 6時 30分から
【ところ】市民“いちご”ホール
　大ホール
【入場料】＜全席自由＞　一般：500円
※平成 31年度芸術鑑賞会会員は 500円引
　中学生以下：無料（入場券は必要です）
【購入方法】下記窓口または電話にて現在受付中
【問い合わせ】市民“いちご”ホール（文化課）
　☎83-7731 FAX83-4070（月曜・日曜・祝日休）
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脚本●柏田道夫　原作●「二宮金次郎の一生」（三戸岡道夫 栄光出版社刊）　音楽●寺嶋民哉　プロデューサー●永井正夫

犬山ヴィーノ　長谷川稀世　竹内まなぶ（カミナリ）　石田たくみ（カミナリ）
渡辺いっけい　石丸謙二郎　綿引勝彦

合田雅吏　田中美里　成田浬　
榎木孝明（特別出演）　柳沢慎吾　田中泯

監督●五十嵐匠

製作●映画「二宮金次郎」製作委員会　万葉倶楽部株式会社／井上泰一／日本教科書株式会社／株式会社ストームピクチャーズ
特別協賛●映画「二宮金次郎」市民応援団おだわら　映画「二宮金次郎」日光市民応援委員会　大本山成田山新勝寺  　　　　　　　　　一般社団法人 日本保釈支援協会

協力●全国報徳研究市町村協議会　製作プロダクション●株式会社ストームピクチャーズ　配給●株式会社映画二宮金次郎製作委員会
ⓒ映画「二宮金次郎」製作委員会　　2019 / 日本 / カラー / 113分 / アメリカンビスタ（1:1.85） / 5.1ch

詳しくは裏面を
ご覧ください

令和元年11月17日（日)

真岡市上映会

真岡
市民会館自主事業

第一回上映14：00 第二回上映18：30
市民“いちご”ホール
（真岡市民会館）
大ホール

映画
「二宮金次郎」
真岡市上映会

経済センサス経済センサス
基礎調査基礎調査をを実施実施していますしています
　「調査員証」を携行した調査員が全国の事業所
の、活動状態を実地に確認しに伺います。調査
へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。
【調査の期間】令和 2年 3月 31日まで
【問い合わせ】総合政策課統計係
☎ 83-8109 FAX83-5896

第24回 真岡市音楽祭第24回 真岡市音楽祭
【とき】11月10日（日）　
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール

★  ボ ラ ン テ ィ ア 募 集  ★

音楽祭当日、ボランティアスタッフとして
参加者と一緒に活動していただける方を募集します。
【時間帯】①午前 8時 30分～ 11時 30分
　　　　 ②午前 11時 30分～午後 2時 30分
　　 　　③午後 2時 30分～ 5時
※上記時間帯の途中参加、途中抜け可能、お弁当
の用意もあります。

【対象】音楽を愛する方、舞台裏に興味のある方、
市内在住または市出身で吹奏楽経験のある方

【内容】参加者誘導・搬入出口・舞台転換・観客整理・
ドアの開閉・受付
※係の希望も承ります。（希望に添えない場合有り）
　グループでの応募も可能です。
【申込期限】10月4日（金）までに、下記にて受付

★  協 賛 企 業 募 集  ★★  協 賛 企 業 募 集  ★

この音楽祭は、音楽を通じて文化振興を図り、
地域社会に貢献することを目的としています。
【協賛特典】
　①プログラムへ御社名掲載（フォント14・太字）
②プログラムへ広告掲載（規格はA4の半分）

【協賛金】 ①御社名掲載料 2千円
　　　　 ②広告掲載料 1万円
【申込期限】10月 4日（金）までに、
　下記へ図案を FAXまたは Eメールで送付
【申し込み・問い合わせ】
真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）

　☎83-7731 FAX83-4070（日曜・月曜・祝日休）
　Eメール：hall@city.moka.lg.jp
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キューロク感謝デー キューロク感謝デー 　　
　SLキューロク館では、9月6日をキューロクの
日としています。今年は平日のため、9月 14日・
15日の2日間をキューロク感謝デーとし、イベン
トを開催します。
【とき】9月 14日（土）、15日（日）10:00 ～ 16:00
【ところ】SLキューロク館
【内容】◆車掌車連結走行 ◆D51・キューロク助
手席体験 ◆ D51・キューロク同時走行◆記念撮影 
◆もおかぴょんと遊ぼう（15日のみ）など
◎D51 とキューロクの同時走行は、1日 3 回行
われますが、《15：28》の回には、本線を走る
SLC11 との並走が見られます！

【問い合わせ】SLキューロク館☎83-9600（FAX兼）

　


