
熱中症対策をしましょう！熱中症対策をしましょう！
①暑さを避けましょう
②人と十分な距離（2m）をとり、
　適宜マスクを外しましょう
③こまめに水分を取りましょう

り、

Weekly News もおか Weekly News もおか ははテレビテレビでもでも見見られますられます　

 【問い合わせ】情報政策課広報広聴係　☎ 83-8100 FAX83-5896

　本紙「Weekly News もおか」と同じ情報を、とちぎテレビ・いちごチャンネルにて文字情
報で放映しています。以下の手順に従って、市のお知らせをチェックしましょう！

★災害時には、災害情報なども放映しますので、要確認ください。

①とちぎテレビを視聴時に、
　リモコンの「d」ボタンを押す。

②「あなたの街の情報」を
　  選択してください。

③「Weekly News もおか」
　 の情報をタイトルごと
　 に表示しています。

視 聴 方 法視 聴 方 法
もおか

Weekly News

令和2年7月3日発行
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☎83-8100  FAX83-5896

真岡市休日夜間急患診療所真岡市休日夜間急患診療所

 職員募集職員募集（医療事務）（医療事務）
● 会計年度任用職員（医療事務）　1人
【勤務場所】真岡市休日夜間急患診療所
【勤務内容】医療事務業務（勤務日は当番制）
【勤務期間】7月 1日～令和 3年 3月 31日
※継続勤務可能
※条件付採用：雇用開始後 1カ月
　（15日に満たない場合は15日に達する日まで）

勤 務 日 時勤 務 日 時 賃　金賃　金
休日昼 8:30 ～ 17:30

12/29 ～ 1/3、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ
日額 9,600 円
日額 14,400 円

休日夜 17:30 ～ 21:30
12/29 ～ 1/3、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ

時給 1,800 円
時給 2,700 円

平日夜 18:00 ～ 22:00 時給 1,500 円
【応募条件】医療事務の実務経験がある方
【通勤手当】2km以上の場合、距離に応じて支給
【選考】1次：書類審査　2次：面接（随時）　
【応募方法】市HPで申請書をダウンロードし、
所要事項を記入の上、下記へ本人が直接提出

【その他】労災保険加入、健康保険・雇用保険は
勤務実績により加入

※詳しくは、市HPを確認ください。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

令和 3年度採用令和 3年度採用

真岡市職員募集真岡市職員募集
職種・受験資格・予定人員職種・受験資格・予定人員

職種職種 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格

一般
事務

10名
程度

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

一般
事務
障がい
者対象

若
干
名

昭和56年4月2日以降に生まれた方で、
高等学校卒業または同程度以上の学歴
を有し、次の全ての条件を満たす方
①次のいずれかの手帳交付を受けている方
ア身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳
イ都道府県知事が交付する療育手帳
ウ精神障害者保健福祉手帳
②活字印刷文による出題に対応できる方

土木
建築
事務

若
干
名

平成 3年 4月 2日以降に生まれた方
で、高等学校卒業以上の学歴を有し、
土木課程または建築課程を履修して
卒業した方
（令和3年3月卒業見込みの方を含む）

保健師 2名
程度

平成 3年 4月 2日以降に生まれた方
で、保健師の資格を有する方、また
は令和 2年度の国家試験で当該資格
を取得する見込みの方

社会
福祉士

若
干
名

平成 3年 4月 2日以降に生まれた方
で、社会福祉士の資格を有する方、
または令和 2年度の国家試験で当該
資格を取得する見込みの方

保育士 2名
程度

昭和 56 年 4 月 2 日以降に生まれた
方で、保育士の資格を有する方、ま
たは令和 2年度の国家試験で当該資
格を取得する見込みの方

◆一次試験
教養試験（保育士は専門試験）・適性検査
【とき】9月 20日（日） 
【ところ】真岡東中学校
◆試験案内の配布
　市HPからダウンロードまたは、市役所案
内窓口、総務課（本庁舎 2階）、二宮支所で
配布します。
◆受験申し込み方法
　案内に添付してある採用試験申込書に必
要事項を記入し、8 月 3 日（月）までに下
記へ提出してください。

【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町 5191 総務課人事給与係　　
　☎ 83-8099 FAX82-1065　

熱中症熱中症にに注意注意しましょうしましょう！！
　熱中症は、水分補給や暑さを避ける行動など
「予防」が大切です。
●のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給
●部屋の温度をこまめにチェックし、扇風機や
　エアコンを上手に使用する
●無理のない範囲で、散歩やストレッチなどで
　汗をかく習慣をつける

熱中症になってしまった場合は、熱中症になってしまった場合は、
早い段階での対処が重要となります早い段階での対処が重要となります

軽い
症状

めまい、立ちくらみ、
汗がとまらない、
筋肉のけいれん  等

涼しい場所に移動する、
衣服を緩め体を楽にする、
水分や塩分を取る、
首・脇・もものつけ根
などを冷やす

やや
重い
症状

だるい、頭痛、
吐き気・おう吐　等

重い
症状

意識がない、
ひきつけを起こす、
手足が動かない、
言動がおかしい  等

すぐに救急車を呼び、
医療機関を受診する

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

地元商店街の活性化を図るため、10%のプレ
ミアム付き商品券を発行します。

わたのみ商品券・にのみやわたのみ商品券・にのみや
プレミアム商品券を販売プレミアム商品券を販売

わたのみ商品券わたのみ商品券 にのみやにのみや
プレミアム商品券プレミアム商品券

販売場所 真岡商工会議所
（荒町 1203）

にのみや商工会
（久下田 848-5）

販売
開始日
（予定）

特別販売は
実施しません
「購入引換はがき」
による販売のみ

8月1日（土）

購入
上限額

5 万円
（世帯 20 万円）

5 万円
（世帯 25 万円）

有効期限 9 月 1 日（火）
～ 1月 31日（日）

8月 1日（土）
～12月31日（木）

購入
できる方

18 歳以上の市民および市内勤務・
通学者

問い
合わせ

真岡商工会議所
☎ 82-3305 

にのみや商工会
☎74-0324 

▲市 HP
QRコード

▲市HP
QRコード

【7 月6日（月）～7月12日（日）放送内容予定】

【問い合わせ】
　宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局　☎ 83-7005

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
「コロナに負けるな！真岡市新型コロナウイ
ルス感染症予防対策支援金」について
もおかインフォ
その不調の正体は、ストレスが原因かも
たのしくならう楽習情報

13:00
20:00

◆コットンタイム
令和元年 真岡市夏祭り町会囃子連交流会（再）

6:25
8:25
10:25
12:25

16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操
7 月のテーマ「自体重筋力アップ」

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内

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９回 グラウンド・ゴルフ交流大会（再）
第２回 ダンススポーツ競技大会（再）

都合により、番組内容や放送時間が変更となる
場合があります。詳しくは、いちごチャンネル
データ放送、スマホアプリ
の番組ガイド、EPG（電子番組表）
を確認ください。


