
【とき】令和 2年 3月 15日（日）　※雨天決行
【ところ】総合運動公園 陸上競技場
【対象】健康な方ならどなたでも　先着 1,500 人
　（小学校低学年以下は保護者同伴）
【コース】①もおかいちご一会コース《21km》
　②全国いちごサミットコース《12km》
　③もおか観光まち歩きコース《7km》
【参加費】一般（高校生以上）：1,500 円
　小・中学生：500円、小学生未満：無料
【申し込み】令和 2 年 1 月 31 日（金）までに、
下記または市内各公共施設に設置してあるパ
ンフレット添付の郵便振替用紙または、

　“ウォーキングモシコム”にて申し込み
【問い合わせ】
　真岡グリーンツーリズム推進協議会
　事務局（農政課）☎ 83-8139 FAX83-6208
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農業委員農業委員およびおよび農地利用農地利用
最適化推進委員最適化推進委員のの募集募集
についてについて説明会説明会をを実施実施

　令和2年7月の任期満了に伴い、委員の募集を実
施するにあたり、説明会を下記のとおり実施します。
【とき】1月16日（木）午後6時から
【ところ】市公民館　第3・4会議室
【問い合わせ】農業委員会事務局
　☎ 83-8188 FAX83-0199

12/28（土）～ 1/4（土）12/28（土）～ 1/4（土）
自動交付機は使用できません自動交付機は使用できません

【問い合わせ】 市民課窓口係 
　☎ 83-8117 FAX83-8514

　市民課前（市役所東玄関内）にあ
る印鑑登録証明書等の自動交付機の
メンテナンスを行うため、上記期間
は終日使用できません。ご不便をお
掛けします。詳しくは下記まで問い
合わせください。

宝くじの助成で宝くじの助成で
地域活動がますます盛んに地域活動がますます盛んに
宝くじの収益金は、学校や図書館

などの教育施設の整備をはじめ、道
路や公園、社会福祉施設等の建設・
改修など、皆さまの日常生活に役立
てるために使われています。
　今年度も、宝くじの普及広報活動の一環として、
（一財）自治総合センターのコミュニティ助成事業
により、宝くじの助成金で購入した備品が、山前
地区の地域公民館15カ所に配備されました。各
地区でのコミュニティ活動のますますの活性化が
期待されます。
【問い合わせ】真岡市地域公民館連絡協議会
　☎ 82-7151  FAX83-4070

◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
※12/20（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ☎82-8844

14（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
受付時間 9:00 ～ 11:30

7、21、28日（火）
9:00 ～ 12:00

（最終受付 11:30 まで）
行政相談 行政への意見 ･要望14日（火）9:00～12:00
人権相談 虐待・DV・差別 14日（火）9:00～12:00
◆二宮コミュニティセンター

行政相談 行政への意見 ･要望 7日（火）9:30～11:30
◆市公民館大内分館

心配ごと相談 14日（火）9:00～12:00
（最終受付 11:30 まで）

【問い合わせ】
人権相談・社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
行政相談・情報政策課広報広聴係 ☎ 83-8100
その他・社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 1 月の各種相談日

家屋家屋をを取取りり壊壊したらしたら
税務課税務課でで手続手続きをきを

令和 2年 1月 1日現在で、家屋（住宅、物置、
納屋、店舗、事務所など）を所有している方には、
令和 2年度の固定資産税が課税されます。
　所有していた家屋を令和元年 12月 31 日まで
に取り壊した方は、印鑑を持参の上、下記窓口
へ「家屋滅失届」の提出をお願いします。
【申し込み・問い合わせ】税務課固定資産税係
　☎ 83-8114 FAX 82-1066

ご当地ナンバーご当地ナンバー
延長・休日窓口延長・休日窓口でで交付交付しますします
【とき・ところ】市役所税務課
● 12月 18日（水）、20日（金）8:30 ～ 19:00
●1月 5日（日）8:30 ～ 12:00
【車種】原動機付自転車第一種（白）、　
　第二種乙（黄）、第二種甲（桃）
※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。
　詳細は市HPを確認するか、
下記へ問い合わせください。
【問い合わせ】税務課諸税係 
　☎ 83-8112 FAX82-1066 市HPQRコード

第6回はが路ふれあいマラソン交通規制にご協力ください第6回はが路ふれあいマラソン交通規制にご協力ください
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【とき】12月 15 日（日）　午前 9時 33 分スタート
　ふれあいマラソン開催に伴い、コースおよ　ふれあいマラソン開催に伴い、コースおよ
び付近の道路では、大幅な交通規制のため混び付近の道路では、大幅な交通規制のため混
雑が予想されます。雑が予想されます。
　周辺住民の皆さまには大変ご迷惑をおかけ　周辺住民の皆さまには大変ご迷惑をおかけ
しますが、ご協力よろしくお願いします。しますが、ご協力よろしくお願いします。

芳賀町

【問い合わせ】はが路ふれあいマラソン実行委員会事務局　☎ 82-9151（平日 8:30 ～ 17:15）

市民市民
講座講座 お悩み対策講座
① 1月 20日（月）午後1時 30分～ 3時
　「悪徳商法・詐欺にあわないために」
②1月 31日（金）午後1時 30分～ 3時
「SNSトラブル・フィッシング詐欺をどう防ぐか」
③2月 7日（金）午後1時 30分～ 3時
　「相続・遺言について考えてみましょう」
※①～③の希望の講座を選んで受講できます。
【ところ】市公民館 第 7会議室 　【参加料】無料
【対象】市内在住・在勤の成人の方  30 人
【申し込み】①1月 8日（水）、②③1月 20日（月）
までに、下記にて電話で受付（8:30～ 17:15）

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）
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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
【12月16日（月）～12月22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

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

◆わくわく体操
12 月のテーマ
「猫背予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第 38回 親子仲良
し運動会」

◆真岡市議会放送予定
　閉会　12月 18日 10:00 ～（生中継） 
　　　　　　 　　　18:00 ～（再放送）

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
   ケーキ
「自治会40周年記念
高勢町秋のふれあ
い広場」

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
「年末年始の防犯
 対策について」
もおかインフォ
「年末年始の防犯対策について」
「コラボーレもおか」

真岡市オリジナルLINEスタンプ　真岡市オリジナルLINEスタンプ　
　“コットベリー”登場　“コットベリー”登場

　現在、大好評発売中です！
【価格】1セット40種類50コイン（120円）
【購入方法】LINE ストアから購入

【問い合わせ】真岡市観光協会 ☎82-2012（FAX兼）

LINEストアLINEストア
QRコードQRコード

第２弾
第２弾

【問 合わせ 協会☎82 20

　広報もおか 12月号「楽習情報」に掲載した、男
女共同参画社会づくりセミナーのタイトルが下記の
とおり変更になりました。
　「男女共同参画と私たちの未来　「男女共同参画と私たちの未来

～意思決定の場に女性を～」　～意思決定の場に女性を～」　
【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
☎ 82-7151 FAX83-4070

いちご Week 2020いちご Week 2020
　真岡産のいちごを使用した、オリジナルスイー
ツの販売を行います。
【とき】1月 6日（月）～ 26日（日）
【ところ】エキュート大宮・上野・東京、東京駅
● 1月 15 日（水）には、東京駅動輪広場で、サ
　ミットキックオフセレモニーを行います

もおか“いちご”フェスタ in有楽町もおか“いちご”フェスタ in有楽町
ステージイベントやブース出展、いちごのサ

ンプリング配布（先着 1000 人）などを行います。
【とき】1月 25日（土）午前 11時～午後 3時
【ところ】JR有楽町駅前広場（中央口）
【問い合わせ】　いちごサミット推進室
　☎ 83-8141 FAX83-6208

いちごサミットに向けていちごサミットに向けて
イベントイベントをを開催開催しますします


