
【とき】11 月 23 日（土・祝）午前９時～午後２時
【ところ】久保講堂南駐車場、市民公園 ほか

＝　産業祭　＝

◆オリジナルエコバッグ配布 ◆暮らしの情報
コーナー ◆リサイクル品の抽選会 ◆ フリーマー
ケット ◆ 使用済小型家電回収イベント など

＝　消費者まつり・環境展　＝

その他、◆いちごサミットPRコーナー（“いちご”チアリーダーも参加）◆マイナンバーカード
オンライン申請コーナーなど、催し物が盛りだくさんのイベントです！

◆農産物即売会 ◆新米・ポン菓子・
そば粉の無料配布・牛乳試飲 ◆仔牛の重さ当て 
◆娯楽ステージ（太鼓、ダンス）など

＝　JA まつり　＝

◆バザー ◆模擬店・遊びコーナー 
◆クイズ大会 ◆チャレンジゲーム大会 
◆ミニロボット操作大会 など

＝　子どもまつり　＝
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付いてますか？付いてますか？ 住宅用火災警報器住宅用火災警報器
　平成21年 6月から、全ての住宅に
住宅用火災警報器の設置が義務付けら
れました。
　住宅用火災警報器とは、天井や壁に取り付け、
火災時に発生する煙や熱を早期に発見し、警報音
や音声で火災を知らせる器具です。
　既に設置されている住宅は、定期的に作動確認
をしましょう。
　詳細は、下記まで問い合わせください。
【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　消防本部 真岡消防署　☎ 82-3161

時時時時時時時２２２２２時時時時時時時時時

大大 産産 業業 祭祭

【問い合わせ】産業祭☎ 82-3305（真岡商工会議所）　JAまつり☎ 84-6611（JAはが野真岡支店）
子どもまつり☎ 82-7151（生涯学習課）　消費者まつり☎ 83-8394（市民生活課）
環境展☎ 83-8692（環境課）

◆格安販売「青空市」 ◆パトカー
・自衛隊展示 ◆ B級グルメ・模擬店 ◆アルミ缶
回収 ◆ミニ建前 ◆ふれあい動物広場　など

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
● 税務課、市民課、二宮支所、いきいき高齢課、
保育課（一般事務補助）各 1人

●税務課（確定申告）5人
【勤務期間】令和 2年 3月 31日まで
　（14日間は試用期間）
※税務課（確定申告）については、
　令和2年1月 6日～3月 31日まで
【応募条件】①パソコン操作（word、excel）がで
きる方②普通自動車免許所有の方（AT限定可）

【勤務内容】市HP掲載の募集案内をご覧ください。
【月額賃金】日額 6,450 円
　通勤手当 2km以上該当（上限 7,100 円／月）
【申し込み】市販の履歴書に必要事項を記入し、
事前に連絡の上、下記へ本人が直接申し込み

【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

市HPQRコード

 第24 回   第24 回  真岡市音楽祭真岡市音楽祭
　子どもから大人まで市内の音楽団体が参加し
ます。また、全国で活躍しているブラスアンサ
ンブル「上野の森ブラス」が特別演奏を行います。
ご来場をお待ちしております。
【とき】11月 10日（日）
　午前 9時開場、9時 20分開演
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール
【特別演奏者】上野の森ブラス（正午頃）
【入場料】無料（整理券あり）
【問い合わせ】真岡市音楽祭実行委員会事務局
　☎83-7731 FAX83-4070（日曜・月曜・祝日休）

大産業祭で大産業祭で
使用済小型家電使用済小型家電をを回収回収
　大産業祭と同日開催の消費者まつり環境展で、
使用済小型家電のイベント回収を行います。小
型家電制度対象品目の全てを回収しますので、
家庭で不要になったものをお持ちください。
※エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯・衣類乾燥
　機は回収できません。
【とき】11月23日（土・祝）午前9時～午後2時
【ところ】市民“いちご”ホール　南側芝生広場
【問い合わせ】環境課清掃係 
　☎ 83-8126 FAX83-5896

芝生広場場場場

芳賀地区広域行政事務組合芳賀地区広域行政事務組合
職員採用試験職員採用試験ののお知らせお知らせ
職種職種 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格

一般
事務職

若干
名

平成元年4月2日以降に生まれた方で、
高校卒業以上の学歴を有する方
（令和2年3月卒業見込みの方を含む）

【ところ】芳賀地区広域行政センター
《1次試験》12月1日（日）  一般教養試験・適性検査
《2次試験》12月20日（金）作文試験・面接試験
　※詳細は、1 次試験合格者に通知します。
【申し込み】11月 20日（水）までに、下記窓口
または組合HPにある申込書に必要事項を記
入し、持参・郵送にて受付（11月 20日必着）

※詳しくは組合HPにて
【申し込み・問い合わせ】
　〒 321-4415 真岡市下籠谷 4412
　芳賀地区広域行政事務組合総務課 ☎ 82-9151

組合HPQR ｺｰﾄﾞ

穴川用水幹線水路 　
取水取水をを停止停止します　　
五行川大前堰

せき

改修工事等のため、五行川から
の取水を停止します。
【工事箇所】五行川大前堰
【とき】11月18日（月）～令和2年3月31日（火）
【問い合わせ】穴川土地改良区連合☎ 82-2504

路 　路路路路路路路路路 路
　

【とき】3月 14日（土）、15日（日）
【ところ】井頭公園東側駐車場

　当日は、市内各地を回る無料周遊バスを運行します。詳しくは、Weekly News もおか 11月 15日
発行号を確認ください。

いちごに関する飲食・物販ブースや、グルメ
ブースの出店者を募集します。
【対象】
①県内外問わず、飲食物、いちごの飲食・加工
　品を提供する団体・事業所（飲食店可）
②体験ブースを提供する団体・事業所
【募集期限】12月 9日（月）
【出店基本料】30,000 円（2日間）
※キッチンカーの場合は、15,000 円（2日間）
　その他必要な機器については別料金です。
※詳細は、公式HPを確認ください。

出店者募集出店者募集

協賛募集協賛募集

公式HPQR ｺｰﾄﾞ

原動機付自転車原動機付自転車
ご当地ナンバー交付開始ご当地ナンバー交付開始
　いちごをデザインした、
ご当地ナンバーの交付を
開始します。
【とき・ところ】
《税務課》11月 15日（金）午前 10時から
《二宮支所》11月18日（月）午前8時30分から
【車種】原動機付自転車第一種（白ナンバー）、
　第二種乙（黄ナンバー）、第二種甲（桃ナンバー）
※現在使用中のナンバーから、1台につき 1回
　無料で交換できます。

必 要 書 類必 要 書 類 新規登録新規登録 標識変更標識変更
販売店の「販売証明書」または
譲渡人からの「譲渡証明書」 ○ －

所有者・使用者の印鑑（認印可） ○ ○
車両情報が分かるもの

（車名・車体番号・排気量は必須） ○ －

届出人の本人確認ができるもの
（運転免許証等） ○ ○

現在使用している標識
（ナンバープレート） － ○

標識交付証明書 － ○

●標識番号の指定はできません（受付順に交付）
●ご当地ナンバーへの変更を希望しない場合は、　　　
　現在のナンバーを引き続き使用できます。
【問い合わせ】税務課諸税係 
　☎ 83-8112 FAX82-1066

公式HPQR ｺｰﾄﾞ

「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を確認ください。
【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

もおか
W e e k l y  N e w s
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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
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◆わくわく体操　
11 月のテーマ
「ウォーキング」
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9:00
11:00
15:00
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◆行ってみっぺ！
　もおか
「ゆうゆうもんじ」
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12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
   ケーキ
「ふるさと発見！思
い出づくり」
「そらまめ大感謝祭」

13:00
20:00

◆コットンタイム　「第 23回 真岡市わたの花
　趣味クラブ発表会【後編】」
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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
「真岡市大産業祭に
 ついて」
もおかインフォ
「真岡市大産業祭について」
「真岡市の環境対策について」　

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

【11月11日（月）～11月17日（日）放送内容予定】

JUMP UP もおか プレミアム付商品券JUMP UP もおか プレミアム付商品券
期限期限内内にに申請申請を！を！

　10月 1日からプレミアム付商品券を販売して
います。商品券の購入を考えている方は、期限
内に申請してください。
【申請期限】11月 30日（土）まで（消印有効）
【対象】2019 年度住民税非課税者（住民税課税
者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護
者などは対象外）　

【申し込み・問い合わせ】社会福祉課プレミアム付
　商品券申請受付窓口　☎ 81-6610 


