
中村八幡宮方面 停留所
  8:30 13:40

あぐ里っ娘
（南側駐車場）

あぐりっ娘
16:00

  9:30 14:50
10:30
11:30
  8:45 13:55

第２子育て支援
センター駐車場
（大谷台町）

★ 14:35
  9:45 15:05 ★ 15:45
10:45 ★
11:45 12:25
  8:53 14:03

高勢町
第 2公民館

★ 14:27
  9:53 15:13 ★ 15:37
10:53 ★
11:53 12:17

中村八幡宮
例大祭
流鏑馬会場

  9:05 14:15
10:05 15:25
11:05
12:05

停留所 井頭方面

もおか
W e e k l y  N e w s

真岡市総務部情報政策課広報広聴係 編集
☎0285-83-8100  FAX0285-83-5896

令和元年

9月13日発行

第 2742 号

    9 月 15日（日）9月 15日（日）中村八幡宮例大祭中村八幡宮例大祭に伴いに伴い
  無料周遊バス無料周遊バスをを運行運行しますします

　下記の時間は出発時間を記載しています。（交通事情により時間が異なる場合があります）
【2号車】 【3号車】

最終便着 最終便着 最終便着
中村八幡宮方面 停留所
  9:00 13:44

道の駅
にのみや

道の駅
にのみや
16:32

  9:56 14:40
10:52 15:36
12:48
  9:10 13:54

二宮
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
玄関前

  9:46 14:30
10:06 14:50 10:42 15:26
11:02 15:46 11:38 16:22
12:58 13:34
  9:18 14:02

寺内駅

  9:38 14:22
10:14 14:58 10:34 15:18
11:10 15:54 11:30 16:14
13:06 13:26

中村八幡宮
例大祭
流鏑馬会場

  9:28 14:12
10:24 15:08
11:20 16:04
13:16

停留所 二宮方面

　　　　　

中村八幡宮方面 停留所
  9:00 14:00 真岡りす村

ふれあいの里
（西側砂利
駐車場）

真岡りす村
ふれあいの里
16:00

10:00 15:00
11:00
12:00
  9:08 14:08

法務局
真岡支局

（木綿会館前）

  9:52 14:52
10:08 15:08 10:52 15:52
11:08 11:52
13:08 13:52
  9:14 14:14

真岡駅東口
ロータリー

  9:46 14:46
10:14 15:14 10:46 15:46
11:14 11:46
13:14 13:46

中村八幡宮
例大祭
流鏑馬会場

  9:30 14:30
10:30 15:30
11:30
13:30

停留所 真岡市内方面

　　　　　★１号車の午前中については、会場から
　 あぐ里っ娘への直通運行となります。

無料周遊シャトルバスが3台運行します。
各号車ごとに停留所が異なりますので、お
帰りの際には、乗り間違えのないようご注
意ください。 【問い合わせ】商工観光課観光係 　☎ 83-8135 FAX 83-0199

【1号車】

…

 流鏑馬会場発
 最終便

…

 流鏑馬会場発
 最終便

…

 流鏑馬会場発
 最終便

ります）

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
● 保育士　5人
【勤務場所】市内保育所
【勤務期間】令和2年3月31日まで
　※ 14日間を試用期間とします
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】保育士の資格を有する方
【賃金】日額 8,490 円
　通勤手当（2km以上該当 上限 7,100 円）
【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、下記へ本
人が直接申し込み　 【選考】面接（随時）

【その他】健康保険、厚生年金、雇用保険加入
【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

例　大　祭　日　程　　例　大　祭　日　程　　
9:00-　生姜市 12:00-　流鏑馬（やぶさめ）
10:00-　抜刀術大会・神馬参道行進 13:00-　太々神楽
11:00-　例大祭々礼 13:30-　神輿渡御・お囃子演奏・よさこい

いちごチャンネルいちごチャンネル
データ放送アプリデータ放送アプリ好評配信中好評配信中
市では、市内の警察情報（不審者情報）や火災、
防災、避難所などの情報を掲載している無料の
スマートフォンアプリを配信しています。
《QRコードを読み込んで、ぜひご利用ください》

【問い合わせ】情報政策課情報管理係
　☎ 83-8496 FAX83-5896

▲ Android 用 ▲ iphone 用

も
お

かぴ
ょんも

ダ
ウ

ン
ロー
ドした

ぴょ
ん！

　図書館の運営に対して、利用者の立場から、
たくさんの意見を、ぜひお聞かせください。
【公募人数】3人　
【任期】２年（11月1日～令和3年10月31日）
【報酬】8,500 円
【応募条件】次の要件を満たす方
（1）20歳以上の方（令和元年 11月１日現在）
　（2）市内に引き続き１年以上住所を有する方
　（3）平日の昼間の協議会に出席できる方
　　　（年3回程度）
【応募方法】次の①②を下記へ送付（FAX、Eメール可）
　①「図書館に期待すること」を 800 字程度に
　　まとめた作文 
　②応募用紙（氏名、住所、性別、年齢、電話番号、
　　職業、ボランティア活動経歴、応募の動機
　　を明記したもの）
※応募要項及び応募用紙は、下記窓口で配布す
　る他、市ホームページからもダウンロード可
【締切日】9月 27日（金）必着

図書館協議会委員募集図書館協議会委員募集

【応募先・問い合わせ】
〒321-4305真岡市荒町1201 生涯学習課
　☎ 82-7151 FAX 83-4070
　Eメール： gakusyuu@city.moka.lg.jp

＝ ＝ 子どもと高齢者の交通事故防止 ＝子どもと高齢者の交通事故防止 ＝ 
◆夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交
通事故防止（特に、反射材用品等の着用の推
進および自転車前照灯点灯の徹底）　
◆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　

◆飲酒運転の根絶
秋 の 交 通 安 全 運 動秋 の 交 通 安 全 運 動

トラフィック・セーフティーフェスティバル

　ANZEN漫才さんANZEN漫才さんと、一日警察署長として、真と、一日警察署長として、真
岡市出身“ミス・ユニバーシティ2019日本大会”岡市出身“ミス・ユニバーシティ2019日本大会”
第3位の第3位の高橋 千晶さん高橋 千晶さんが交通安全を呼びかけます。が交通安全を呼びかけます。
【とき】9月 21日（土）午後 1時 30分～【とき】9月 21日（土）午後 1時 30分～
【ところ】芳賀町民会館　【入場料】無料【ところ】芳賀町民会館　【入場料】無料
※駐車場には限りがあります。乗り合わせでの
　参加にご協力ください。

マナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役です
秋秋のの交通安全県民総交通安全県民総ぐるみぐるみ運動運動
【期間】9月 21日（土）～ 9月 30日（月）

【問い合わせ】真岡警察署 ☎ 84-0110
市民生活課交通安全係 ☎83-8110 FAX83-8392

イルドシ

テ バルテ バル

市営墓地返還分市営墓地返還分のの公募公募
◆熊倉墓地《3区画》
種別 区画数 永代使用料 管理手数料
第 1種 1 区画 73,000 円 910円 /年
第 2種 2 区画 103,000 円 1,240円 /年
◆長田霊園《15区画》
種別 区画数 永代使用料 管理手数料
第 3種 6 区画 233,000 円 4,120円 /年
第 4種 9 区画 247,000 円 4,500円 /年
【申込資格】下記の条件を全て満たす方
　①市内に引き続き 6カ月以上住所を有する方
　②市税等を完納している方（世帯全員）
　③遺骨を所有し、すぐに墓地が必要な方
※ 1年以内に墓碑を立てることが条件
【申込期間】9月 30日（月）～ 10月 8日（火）
　　　　　（土曜・日曜を除く）
　《受付時間》8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
《受付場所》環境課環境保全係（本庁舎 3階）
【申込方法】①真岡市営墓地使用許可申請書②火
葬許可証または改葬許可証③印鑑を下記へ持参

◆申込多数の場合は、抽選を行います。
◆抽選会については、申込期間終了後に別途通
　知します。〈10月 16日（水）予定〉
【申し込み・問い合わせ】環境課環境保全係  
　☎ 83-8125  FAX 83-5896

全国家計構造調査を実施全国家計構造調査を実施
　この調査は、家計における消費、所得、資産な
どの実態を総合的に把握するためのものです。調
査結果は、国や地方公共団体が社会保障や福祉政
策などを立案する際の基礎資料となります。
※調査員は必ず調査員証を身に付けています。
【調査期間】【調査期間】10 月～ 11 月10 月～ 11 月
【問い合わせ】 総合政策課統計係
　☎ 83-8109 FAX83-5896

農薬農薬はは正正しくしく使使いましょういましょう
　農薬の適正使用と管理徹底に心がけ、農薬に
よる事故等の発生を予防しましょう。

適正使用・管理の徹底適正使用・管理の徹底
・農薬の使用に当たっては、ラベル等で登録農薬であ
ることを確認した上で、使用基準を遵守しましょう。
・農薬や希釈液等をペットボトルやガラス瓶などの飲
食品の空容器等へ移し替えないようにしましょう。

周辺環境への配慮周辺環境への配慮
・住宅地等に近接する農地で農薬を散布
  する場合は、周辺住民へ事前に周知し、
  飛散防止の対策を徹底しましょう。
【問い合わせ】農政課農政係
　☎ 83-8137 FAX83-6208

散布
知し、

『いちごの湯』臨時休館『いちごの湯』臨時休館
　安全・安心に温泉施設をご利用いただくために、
下記の期間で、施設の点検や改修工事を行います。
　皆さまのご理解・ご協力をお願いします。
【臨時休館日】9月 24 日（火）～ 27 日（金）
【問い合わせ】
　いちごの湯（井頭温泉） ☎ 83-8822
健康増進課健康支援係 ☎81-6946 FAX83-8619

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16日（月）～9月22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

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

◆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」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「もおか木綿踊り」

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６回ほおずき市 
 ＆子ども縁日」
「大暑禊」

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
「総合窓口システム
 の運用について」
もおかインフォ
「JUMP UP もおかプレミアム付商品券」
「コラボーレもおか」

芳賀教育美術展　　　　芳賀教育美術展　　　　
歴代の知事賞展歴代の知事賞展　　　　　　
　芳賀教育美術展で、これまでに最高賞である知事
賞を受賞した作品を展示します。
【開催期間】9月19日（木）～10月7日（月）
【開館時間】午前 9時～午後 6時
【ところ】久保記念観光文化交流館 美術品展示館
【主催】真岡市教育委員会、
　一般社団法人 真岡青年会議所
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　 ☎82-2012（FAX兼）（火曜日休）

入場料入場料
無料！無料！

※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。

※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）


