
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8/7 発行号8/7 発行号からから全戸配布全戸配布にに戻戻りますります
　本紙は 5月 24 日発行号以降、真岡新聞から日刊紙へ折り込み先を変更していましたが、8月 7
日発行号からは従来どおり真岡新聞へ折り込み、市内全戸配布となります。新聞を購読していない
世帯の皆さまには、大変ご不便をお掛けいたしました。
　なお、本紙は市内公共施設のほか、コンビニエンスストアや病院等の窓口にも設置されます。
【問い合わせ】情報政策課広報広聴係　☎ 83-8100 FAX83-5896

農作業農作業のことはのことは農業公社農業公社へへ
　農業公社では、水稲の収穫・乾燥調整作業な
ど秋作業の申し込みを受け付けています。
【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考
　※ほ場条件等により異なります。
【申し込み】8月 31日（月）まで下記にて受付
【問い合わせ】真岡市農業公社
　☎ 83-9931 FAX83-8911

【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

新型コロナウイルス新型コロナウイルス
接触確認アプリ接触確認アプリ「「CC

ココ

OOCC
ココ

OOAA
アア

」」
　新型コロナウイルス感染者と接触した可能性
があった場合に、通知を受け取ることができる
スマホのアプリです。自分だけでは
なく、大切な人や地域、社会を守る
ためにインストールしましょう。

詳しくは
厚生労働省
HPにて

全国瞬時警報システム（Jアラート）全国瞬時警報システム（Jアラート）
全国一斉情報伝達試験全国一斉情報伝達試験

　地震や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝
達試験を行います。この試験は、全国瞬時警報
システム（Ｊアラート）を用いた試験です。
【とき】8月 5日（水）午前 11時頃
※災害の発生状況や気象状況等によっては、試
験放送を中止する場合があります。

【内容】防災行政無線から次のように放送されます。
上りチャイム音
　「これは、Jアラートのテストです」× 3
　「こちらは、防災真岡」
下りチャイム音
【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 

× 3

大内地区防災避難訓練中止大内地区防災避難訓練中止
　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、11
月 7日（土）に予定していた「大内地区防災避
難訓練」は中止となりました。
【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 宿泊利用料金宿泊利用料金をを一部助成一部助成

【対象】従業員300人以下の市内中小企業に常時
勤務する方およびその被扶養者（事業主除く）

【助成内容】1人 1泊 3,000円（年度内1回）
【申し込み】協定施設への予約後、商工観光課へ申
請をしてください。（申請書は商工観光課に用意
してあるほか、市のHPから印刷もできます）

※予約時に当制度を利用する旨を伝えてください。
※感染リスクを避けるため、観光庁の「新しい旅
のエチケット」を参考にしてください。
※協定施設は、県内外にあります。
　詳しくは、市HPにて確認ください。

協定施設一覧（県内）協定施設一覧（県内）
場　所 施設名 電話番号
真岡市 井頭温泉チャットパレス 80-3311
益子町 益子館 72-7777
那須塩原市 ホテルニュー塩原 0287-32-2611

那須町

ホテルビューパレス 0287-76-1111
松川屋那須高原ホテル 0287-76-3131
TOWAピュアコテージ 0287-78-1164
ホテルサンバレー那須 0287-76-3800

日光市
日光ぐりーんほてる 0288-54-2002
奥の院ほてるとく川 0288-53-3200
ホテルナチュラルガーデン日光 0288-50-3070

日光市
（鬼怒川温泉）

きぬ川ホテル三日月 0288-77-2611
鬼怒川観光ホテル 0288-77-1101
あさやホテル 0288-77-1111

【申し込み】商工観光課勤労者係
　☎ 83-8134 FAX 83-0199

市HP
QRコード

【問い合わせ】情報政策課シティプロモーション係
　☎ 81-6947 FAX83-5896

8月はSNS強化月間
　市では、SNS を利用して市の情報や
魅力を発信しています。ぜひ、市の公式
アカウントをフォローしてください！

　　II
イ ン スタグラムインスタグラム

nstagramnstagramフォトコンテストフォトコンテスト

　　　8 月のテーマ 【真岡の SL】

　毎月テーマを決めて開催するフォトコンテス
トです。真岡の風景や建物など、素敵な写真を
募集します。

【参加方法】テーマにあった写真にハッシュタ
グ「#mokafan」と「＃真岡の SL」をつけて、
Instagram に投稿してください。優秀賞の方
には、ささやかなプレゼントをお送りします。

※優秀賞は、市公式 Instagramで発表します。
【応募締切】8月 31日（月）

もおかぴょん
Twitter

真岡市
地域おこし協力隊
Facebook

もおかぴょんブログ
（市HP内）

Instagram

間間

詳しくは
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市公式 Instagram では「#mokafan」の
ついた投稿をピックアップして紹介して
います。真岡で写真を撮った際は、ぜひ
「#mokafan」のタグ付けをお願いします。

　　

    真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
  男はつらいよ 50  男はつらいよ 50
　 お帰り寅さん　 お帰り寅さん
【とき】8月 1日（土）
　① 14:00 ～ ② 18:30 ～
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【入場料】入場券当日購入可　全席自由
　大人（高校生以上）1,000 円、
　中学生以下（4歳未満）500円 
2020 年度真岡市芸術鑑賞会会員 無料

◆ 1講演につき定員 550人
◆体調がすぐれない方、熱が 37.5 度以上ある方、
　マスクをしていない方は入場できません
【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 （文化課）
　☎ 83-7732 FAX 83-4070

市公式ホームページに市公式ホームページに
バナー広告を募集バナー広告を募集

　市公式ホームページには、月平均 25万件、年
間平均 300万件のアクセスがあります。
　市公式ホームページにバナー広告を掲載し、
会社のPRや商品の紹介、イベント
の告知などに活用してみませんか。
【掲載場所】トップページ下段
【枠数】10枠
【掲載料（1枠）】
　1カ月…10,000 円
　6カ月…50,000 円　12カ月…100,000 円
※市内に事業所を有する場合は、上記掲載料の
　半額とします。
【掲載広告規格】
　サイズ　：縦 60ピクセル×横 190ピクセル
　画像形式：GIF または JPEG
　容　量　：5KB以内（静止画）
◆申し込み方法など、詳しくは
　市公式ホームページを確認ください
【問い合わせ】情報政策課広報広聴係
　☎ 83-8100 FAX83-5896

市公式HP
QRコード

もおか
Weekly News

令和2年7月31日発行

総務部情報政策課広報広聴係 編集（第 2785 号）
☎83-8100  FAX83-5896

【8 月3日（月）～8月9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
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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
「新型コロナ接触確認アプリ ココア」について
もおかインフォ
「SNS強化宣言」について
「中小企業・小規模企業振興計画」について

13:00
20:00

◆コットンタイム
令和元年 真岡の夏まつり 荒神祭・2日目（再）
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◆わくわく体操
8 月のテーマ「転倒予防」

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
未定

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。

まち・ひと・しごと創生総合まち・ひと・しごと創生総合
戦略推進市民会議委員を募集戦略推進市民会議委員を募集
　人口減少問題を克服し、選ばれるまち
真岡を実現していくため、市民の皆さま
のご意見をお聞かせください。
【募集委員数】3人程度
【任期】2年（会議は年1回を予定）
【応募条件】①市内に住所を有する18歳以上の方
　②まちづくりについて関心・熱意のある方
　③平日の昼間の会議に出席できる方
【内容】①「総合戦略」の実施状況の検証に関すること
　②その他計画の推進に必要なこと
【応募方法】応募動機、住所、氏名、年齢、性別、
職業、電話番号を記入した書類（様式自由）
を下記窓口または郵送、メールにて申し込み

【応募締切】8月 20日（木）必着
【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　総合政策課総合政策係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896
　Eメール：sougouseisaku@city.moka.lg.jp

詳しくは
市HPにて


