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いちごの湯コロナ対策と
グランピングについて

市からのお知らせ まちをつくろう 女性がん施設健診
について
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　感染防止対策の徹底をお願いします。

新型コロナウイルス新型コロナウイルス
感染症を予防感染症を予防しましょうしましょう
●会話の際は、マスクの着用を忘れずに！

●混雑する時間をずらすなど、  3密を
避けましょう。

●こまめに換気し、適切な湿度を保ちましょう。

●体調が悪いときには、 仕事を休み
ましょう。
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◆ JUMP UP もおか
春のダイジェスト
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◆コットンタイム
「未定」
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◆わくわく体操
6月のテーマ「家の中で運動しよう！」

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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◆いちごショートケーキ
コラボーレもおか
第 77回こらぼ茶話　おうちで動こう
～室内でできる体のメンテナンス～

【6 月 28日（月）～ 7月 4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
プリの番組ガイドを確認ください。

を

み

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、

市税等納期限《６月》市税等納期限《６月》
◆市県民税（第 1期）
【納期限・口座振替】6月 30 日（水）

問 税務課市民税係 ℡ 83-8113
◆納付・口座振替
　納税課収納管理係 ℡ 83-8115

新製品開発・販路開拓新製品開発・販路開拓
にに関関するする補助金補助金

市内で創業または事業承継後 3年以内の
中小企業者の方

【募集期間】随時受付しています
●新製品開発・販路開拓支援補助金（創業者向け）
　新製品開発等の販路開拓事業
【補助対象経費】設備購入費、原材料費、展示会
　出展費、委託料など
【補助額】対象経費の 1/2（限度額 30万円）
●事業承継者支援補助金（事業承継者向け）
　新商品・新サービス開発、展示会等の出展
【補助対象経費】機械装置等費、広報費、展示会
　出展費、委託料など
【補助額】対象経費の 1/2（限度額
30万円）
※申請には、真岡商工会議所または
にのみや商工会が作成する支援計
画書が必要

市内に本店を有し
創業または事業承継から3年以上経過している

小規模事業者の方
●小規模事業者支援補助金
　新商品・新サービス開発、展示会等の出展
【募集期間】7月 1日（木）～ 8 月 23日（月）
【申し込み】商工観光課窓口に直接提出または
　郵送（必着）　
【補助対象経費】機械装置等費、広報費、展示会
　出展費、委託料など
【補助額】　対象経費の 1/2（限度額 20万円）
【補助事業選定方法】募集終了後、審査し
採択発表（市商工観光課HPに掲載）
※申請には、真岡商工会議所または
にのみや商工会が作成する支援計
画書が必要

【相談窓口】 真岡商工会議所 ℡ 82-3305
　　　　　にのみや商工会 ℡ 74-0324
【申請窓口・問い合わせ】　
　商工観光課商工業係 ℡ 83-8134

デ タ放送、 ホ

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　分かりやすい講話や演奏で、クラシック音楽
に親しんでみませんか。
【とき】7月 9日（金）午後 6時～ 8時 10分
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】ヴァイオリン奏者　小山 啓久 氏
【内容】『ヴァイオリン音楽の変遷』
【定員】先着 150人（事前申込制）
【参加料】無料
【申し込み】7月 2日（金）までに
下記にて電話またはFAX、Eメー
ルで受付
※ FAX、Eメールの場合は、下記をご記入くだ
　さい。後日通知をお送りいたします。

＜件名＞令和３年度第１回クラシック鑑賞教室
　　　　参加申込
＜本文＞参加者の名前、住所、電話番号

問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732 ℻  83-4070
　 E メール：bunka@city.moka.lg.jp

求職者求職者のためののための
巡回相談会＆セミナー巡回相談会＆セミナー

【とき】7月15日（木）【ところ】真岡商工会議所
①とちぎジョブモール巡回セミナー10:30～12:00
　講師：ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会
　（キャリアカウンセリング）13:00～16:00
 • 就職活動やスキルアップに関するアドバイス
 • 適職診断
 • 履歴書の書き方や面接の受け方のアドバイス
③出張巡回労働相談（県宇都宮労政事務所主催）
10:30 ～　11:00 ～　11:30 ～　各 30分程度
 • 労働者および使用者からの労働問題全般に関
する悩みや疑問について相談受付、関係機関
への紹介　※秘密厳守

【申し込み】7月13日（火）午後 5時までに、下
記にて電話で受付　【参加料】無料
問 商工観光課勤労者係 ℡ 83-8134

市商工観光課

令和4年度採用 芳賀地区広域行政事務組合令和4年度採用 芳賀地区広域行政事務組合

消防職員募集消防職員募集

問 〒 321-4305 真岡市荒町107-1
　 芳賀地区広域行政事務組合
　 消防本部総務課 ℡ 82-3213

◆ 1次試験 教養試験・適正検査・体力試験
【とき】9月 19日（日） 
【ところ】真岡中学校
◆ 2次試験 作文試験・面接試験
【とき】10月 21日（木） 
【ところ】芳賀地区広域行政センター
◆受験申し込み方法
　採用試験申込書に必要事項を記入・押印し、
必要書類を添えて下記へ本人が直接提出してく
ださい。
【申込期間】7 月 1 日（木）～ 8 月 11 日（水）

▲詳しくは▲詳しくは
消防本部HPを消防本部HPを
確認ください確認ください

令和4年度採用令和4年度採用真岡市職員募集真岡市職員募集
職種職種 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格

土木
建築
事務

3人
程度

以下の条件をすべて満たす方
①昭和62年4月2日以降に生まれた方
②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 4年 3月に高等学
　校を卒業する方は受験できません）

問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　 総務部総務課人事研修係 ℡ 83-8099

◆ 1次試験 教養試験・適性検査
【とき】7月 25日（日） 
【ところ】真岡市役所本庁舎 会議室
◆ 2次試験 作文試験・面接試験
【とき】8月 11日（水）
【ところ】真岡市役所本庁舎 会議室
◆受験申し込み方法
　試験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、最終学校の卒業（見込み）証明書
および成績証明書（または単位修得証明書）を添
えて下記へ提出してください。
【申込期限】7月 9日（金）消印有効

▲詳しくは▲詳しくは
職員募集HPを職員募集HPを
確認ください確認ください

職種職種 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格

消防士 2人程度

平成4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、
または令和4年3月に卒業見込みの方

◆小学校、中学校運動会
久下田小学校
真岡西中学校
久下田中学校

6/30（水） 8:00、7/3（土） 15:00
7/1（木） 8:00、7/4（日） 8:00
7/2（金） 8:00、7/4（日） 15:00

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005


