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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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◆ JUMP UP もおか　
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「平成 30年第 1回市議会
定例会報告」
・もおかインフォ「ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ
ｶｰﾄﾞの取得促進について」　

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

◆わくわく体操　
3月のテーマ「ながら運動」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第 3回駅なか寄席」

【3 月 19日（月）～ 3月 25日（日）放送内容予定】
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6回空ちゃん
参集IN大前神社」
「旭町出世稲荷
神社例大祭」

※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】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施設
への加入が必要となります。視聴の申し込みは、
宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎028-638-8092）

                 井頭公園桜まつり 井頭公園桜まつり（井頭公園）　
3 月 31日（土）～ 4月 15日（日）
3月31日、4月1・7・8日  特設売店など

根本山桜まつり根本山桜まつり（根本山）
4 月 1日（日）～ 4月 15日（日）
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00
　※直火 ･ 炭の使用絶対禁止

行屋川桜まつり行屋川桜まつり（行屋川水辺公園）
3 月 24日（土）～ 4月 8日（日）
　◆ぼんぼり点灯＆ライトアップ 17:30 ～ 21:30
4 月 8日（日）  9:30 ～
模擬店、焼き芋サービス、野立など

桜町陣屋桜まつり桜町陣屋桜まつり（桜町陣屋跡）
4 月 1日（日）～ 4月 15日（日）
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00
4月8日（日）11:00～模擬店、「Amigos」ﾗﾃﾝ音楽演奏

※開花状況により、各会場の開催日程等が変更とな
　る場合があります。ご了承ください。

北真岡地域ふれあい桜まつり北真岡地域ふれあい桜まつり
（北真岡東真岡鐵道沿線）

3 月 28日（水）～ 4月 10日（火）　
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 21:00
4 月 8日（日）10:30 ～おはやし、山車・神輿運行など

　桜町千本さくらまつり桜町千本さくらまつり（桜町公民館）
3 月 28日（水）～ 4月 10日（火）　
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 21:00
4 月 8日（日）9:30 ～安全祈願祭、子ども店など

熊倉神宮桜まつり熊倉神宮桜まつり（熊倉公園）
4 月 15日（日）～ 4月 22日（日） 
4 月 22日（日）12:00 ～神輿渡御、お囃子など 

【問い合わせ】真岡市観光協会 ☎82-2012（FAX 兼）　真岡市観光協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moka-kankou.org/

真岡真岡のの一万本一万本桜桜まつりまつり

真岡市議会議場コンサート真岡市議会議場コンサート 
出演者募集出演者募集

　真岡市議会では、平成 30年 6月上旬（6月定例
会）、12 月上旬（12 月定例会）に議場コンサート
を予定しています。    
【演奏時間】午前 9時 10分～ 9時 40分（30分間）
【申込締切】5月 1日（火）必着
※詳しくは市議会ホームページまたは下記までお問
い合わせください。

【申し込み・問い合わせ】議会事務局
　〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地  
　☎ 83-8176　FAX83-8714

｝

暗証番号記入欄

ご記入ください

ﾏｲﾅﾝﾊ゙ ｰｶー ﾄ゙ﾏｲﾅﾝﾊ゙ ｰｶー ﾄ゙（個人番号カード）の（個人番号カード）の
申請をした方へ申請をした方へ

　現在カードの申請が多いため、カードが届くまでに
時間がかかっています。
　カード交付の準備が整い次第、順次、交付通知書(は
がき )でカード交付のお知らせをいたします。

カード交付の手順カード交付の手順
1交付通知書（はがき）がご自宅に届きます。
2必要な持ち物（下記参照）を持参し、交付通知書
　（はがき）に記載された期限までに、ご本人がお
　越しください。
※15歳未満の方は、法定代理人が同行してください。
【手続き時間】
　平日　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
　延長窓口 (水・金 )午前 8時 30 分～午後 7時
【必要な持ち物】
●交付通知書（はがき）●通知カード
●住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
●本人確認書類（①または②の書類）
　①運転免許証・運転経歴証明書・住民基本台帳カード
　　（写真付き）・旅券（有効期限内のもの）・身体
　　障害者手帳・療育手帳・在留カード等の内１点
　②上記の① の書類をお持ちでない方は、健康保険証・
　　年金手帳・社員証・学生証・預金通帳・医療受
　　給者証の内２点
3窓口で本人確認後、暗証番号を設定し、カード
　交付となります。
【暗証番号の設定】
　①署名用電子証明書（英数字6文字以上16文字以下）
　②利用者証明用電子証明書
　③住民基本台帳用
　④券面事項入力補助用　
※②～④は同じ暗証番号を設定することも可能です。
※暗証番号の入力などで手続きに時間がかかります
　ので、ご了承ください。

数字4桁

【問い合わせ】 
市民課窓口係 
☎83-8117
 FAX83-8514

【カードの有効期限】
■20 歳以上の方
カード発行後 10 回
目の誕生日まで
■ 20 歳未満の方
カード発行後 5 回
目の誕生日まで
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号
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き
）

▲

【申し込み・問い合わせ】 総務課人事給与係
　〒 321-4395真岡市荒町5191番地（本庁舎2階）
　☎ 83-8099 FAX82-1065

●にのみや野外活動センター管理員　1人　
【勤務場所】にのみや野外活動センター
【勤務内容】にのみや野外活動センターのキャンプ場、
調理実習室、会議室、物品等の管理および貸出業務

【応募条件】普通自動車免許（AT限定可）
【賃金】日額 6,450 円
※勤務日数等の関係上、健康保険、厚生年金、雇用
保険は適用外

【勤務期間】4月 3日～平成 31年 3月 31日
【勤務日】①4月～11月：原則、水曜日を除く週6日
の開館日の内3日勤務（2名の管理員が交代勤務）
　② 12月～ 3月：施設利用者がいる日のみ勤務
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　7時間 30分勤務（休憩 60分） 【選考】面接（随時）
●保育士　6人　
【賃金】日額 8,490 円
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　7時間 30分勤務（休憩 60分）、月曜～金曜日
●保育士（短時間）4人　　
【賃金】時給 1,130 円
【勤務時間】午前 7時 30 分～午後 7時までの間で
　4時間以上勤務　
※勤務時間数、時間帯については応相談

保育士共通事項保育士共通事項
【勤務場所】市内保育所　【応募条件】保育士資格
【勤務期間】4月 2日～平成 31年 3月 31日
【手当等】通勤手当（2km以上該当 上限 7,100 円）
　健康保険、厚生年金、雇用保険加入
【選考】面接（随時）
申し込みについて申し込みについて（受付時間：午前9時～午後５時）
■にのみや野外活動センター管理員：市販の履歴書・
　職務経歴書に所要事項を記入し、事前にご連絡の
　上、下記まで本人が直接提出ください。
■保育士：市販の履歴書に所要事項を記入し、資格
　証を添えて事前にご連絡の上、下記まで本人が直
　接提出ください。

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集

【宛て先・問い合わせ】農政課農政係
　〒 321-4395　真岡市荒町 5191 番地　　 
　☎ 83-8137　FAX 83-6208
　Eメール　nousei@city.moka.lg.jp

 真岡市食育推進 真岡市食育推進
         協議会委員         協議会委員をを募集募集
　食育推進協議会委員（任期２年）の任期満了に伴い、
委員を募集します。この協議会は食育に関する計画の
策定および推進・普及啓発を行います。
【募集人数】4人程度（応募者多数の場合は選考）
【応募資格】
　①年齢が20歳以上の方（平成30年4月1日現在）
②市内に引き続き、1年以上住所を有する方 
　③平日の昼間の会議に出席できる方
【任期】平成30年6月1日～平成32年5月31日
【応募方法】食育に関する考えなど400字程度にまと
めた作文（様式自由）、必要事項（住所、氏名、年齢、
職業、電話番号）を明記したのものを、下記へ郵送、
FAXまたはEメールで提出してください。

【応募締切】4月20日（金）必着
　※選考結果は、個別に通知します。
　※提出書類は返却しません。

土地改良区事務所の土地改良区事務所の
移転のお知らせ移転のお知らせ

　真岡市「新庁舎建設計画」に伴い、現在の庁舎を
解体するため、４月 1日に下記のとおり土地改良区
事務所は移転となります。

※いずれも移転先は「スポーツ交流館（旧スケート
　センター）」内（2階）です。

【問い合わせ】農政課農村整備係 
　☎ 83-8143 FAX83-6208

土地改良区名 移転先（住所）
真岡市土地改良区

真岡市田町 1312 番地 1穴川土地改良区連合
真岡土地改良区

こども医療費受給資格証がこども医療費受給資格証が
変更になります！変更になります！

　平成 30年度から、新たに小学生、中学生になる
お子さんは年齢区分が変更となり、「こども医療費
受給資格証」が新しいものに変わります。

　上記の対象となるお子さんについては、３月下旬
に新しい受給資格証をお送りします。
　平成 30年３月受診分までは、現在お持ちの受給
資格証をお使いいただき、平成 30年４月からは新
しい受給資格証をお使いください。
　記載内容に変更があった場合や、対象の年齢なの
に受給資格証が届かない場合は、下記までお問い合
わせください。

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

■小学生になるお子さん
平成 23年（2011 年）4月 2日～
　　　　平成 24年（2012 年）4月 1日生まれ
⇒オレンジ色の受給資格証へ変更

■中学生になるお子さん
平成 17年（2005 年）4月 2日～
　　　　平成 18年（2006 年）4月 1日生まれ
⇒クリーム色の受給資格証へ変更

地区計画変更のお知らせ地区計画変更のお知らせ
　平成 30年４月１日から、地区計画が一部変更に
なります。

※地区計画の詳細については、下記までお問い合わ
　せください。
【問い合わせ】都市計画課計画係　
　☎ 83-8152　FAX83-8879

【下高間木地区】
　建築できる建物の制限が、一部変更になります。
【真岡商工タウン、高田新町地区、
　　大和田産業団地、中郷・萩田地区】
　建築基準法改正などに伴う一部変更になります。


