
第22回第 22回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】1月26日（日）午前8時～11時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【今月の目玉商品】1,000 円以上お買い上げの方、先着
　200人に粗品プレゼント・カニのみそ汁無料配布など
【問い合わせ】地場野菜出荷者募集中！
   公設芳賀地方卸売市場協力会 ☎82-8585  FAX 84-0225

小・中学校非常勤職員小・中学校非常勤職員をを募集募集
　きめ細かな指導の充実を図るために、担任の補助
を業務とする非常勤職員を募集します。
【募集人数】3人
【雇用期間】平成 26年 4月 4日～平成 27年 3月 24日
【応募条件】小学校または中学校の教員免許を有してい
　る方。市内の小学校もしくは中学校に通勤可能な方。
【賃金】日額 8,000 円（6時間勤務）※社会保険加入
【応募方法】市販の履歴書（教員免許の写しを添付）
　に所要事項を記入し、2 月 12 日（水）までに下
　記へ持参してください。なお、2 月 14 日（金）
　午前 9 時から面接を実施します。
【申し込み・問い合わせ】
　学校教育課学校教育係 ☎ 83-8181 FAX 83-8080
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【お知らせ】「真岡市内放射線量等測定結果」は、紙面の都合によりお休みさせていただきます。
　なお、放射線量等最新結果は、市のホームページで随時公開しています。http://www.city.moka.tochigi.jp/

真岡市土地開発公社真岡市土地開発公社

保有土地売払いのお知らせ保有土地売払いのお知らせ
【物件】（土地の所在地番）寺内1035番2　1筆
　（地積）4,597 平方メートル（地目）山林
　（最低入札価格）29,400,000 円
【都市計画法の区域区分】市街化調整区域
【売却方法】一般競争入札
【現地説明会】2月 3日（月）【入札日】2月 28日（金）
【申込方法】2月 7日（金）～ 21 日（金）の期間
　に入札参加申込書を下記窓口へ提出してください。
※応募案内や申込書は下記窓口で配布しています。
　市ホームぺージ（http://www.city.moka.tochigi.
　jp）からもダウンロードできます。

【申し込み・問い合わせ】企画課管財係 ☎ 83-8103
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公益社団法人　真岡市シルバー人材センター公益社団法人　真岡市シルバー人材センター

嘱託職員を募集嘱託職員を募集
【募集人数】1名
【勤務時期】平成 26年 4月 1日から
　（※土・日曜日、祝日を除く毎日）
【勤務場所】シルバー人材センター事務局
【勤務時間】午前 8時 30分から午後 5時
【応募条件】Word、Excel の操作ができる方、
　普通自動車免許を有する方（AT限定可）
【賃金】月額 172,300 円
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、
　2月 21 日（金）までに下記へ郵送もしくは直接
　持参してください。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moka-sc.org/

真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会

嘱託職員・臨時職員を募集嘱託職員・臨時職員を募集
募集人数 嘱託職員　4人 臨時職員　3人

勤務時期 平成 26年 4月 1日から
　（※土・日曜日、祝日を除く毎日）

勤務場所
・ひまわり園
・真岡さくら作業所
・地域活動支援セ
ンター

・社会福祉協議会
事務局
・生きがいデイサー
ビス

勤務時間 午前 8時 30分から午後 5時
応募条件 福祉活動に意欲のある方
賃金 月額172,300円 日額6,240円

【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、
　2月 21 日（金）までに下記へ持参してください。
　後日面接を実施します。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町110-1
　真岡市社会福祉協議会 ☎ 82-8844 FAX82-5516

平成 25 年度 第 3 回平成 25 年度 第 3 回
市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集

【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694  FAX83-6240
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住宅名 間取り 戸数 その他

三ノ宮住宅 1LDK
2DK

1戸
1戸

内優先部屋
2戸

東郷住宅 3LDK 1戸

さくら住宅 2DK
3DK

1戸
1戸

錦町住宅 2LDK
3LDK

1戸
1戸

※優先部屋の対象となる世帯は、ひとり親世帯、犯罪被害
　者世帯、多数回落選世帯、障がい者世帯、高齢者世帯です。
【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類をそろえて下記へ提出してください。
　※応募多数の場合は抽選となります。

【受付期間】2月 3日（月）～ 17日（月）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分

【問い合わせ】真岡市観光協会（商工観光課内）☎83-8135  FAX83-0199
　真岡市物産会館  ☎ 82-7205

【展示期間】【展示期間】◆◆つり雛展示：つり雛展示：2月 2日（日）～ 2月 11 日（火）2月 2日（日）～ 2月 11 日（火）
　　◆浪漫ひな飾り・ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）◆浪漫ひな飾り・ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）
　　　2月 14 日（金）～ 3月 3日（月）　2月 14 日（金）～ 3月 3日（月）
　午前 10 時～午後 4時（休館日：2月 12・13・18・25 日）　午前 10 時～午後 4時（休館日：2月 12・13・18・25 日）

『真岡・浪漫ひな飾り』『真岡・浪漫ひな飾り』第五章第五章
　　桃の節句に女の子の健やかな成長と幸せを願い飾られている、ひ桃の節句に女の子の健やかな成長と幸せを願い飾られている、ひ
な人形やつり雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示します。また、な人形やつり雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示します。また、
市内協力施設においても展示案内を行います。ぜひご覧ください。市内協力施設においても展示案内を行います。ぜひご覧ください。
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【ところ】久保講堂【入館料】無料【ところ】久保講堂【入館料】無料
【案内展示協力施設】【案内展示協力施設】★★ひな飾りの展示やパンフレットが用意されています★ひな飾りの展示やパンフレットが用意されています★
　久保講堂、真岡木綿会館、真岡市役所、真岡市物産会館、SLキューロク館、大前恵　久保講堂、真岡木綿会館、真岡市役所、真岡市物産会館、SLキューロク館、大前恵
　比寿神社、真岡井頭温泉、井頭温泉チャットパレス、もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部、　比寿神社、真岡井頭温泉、井頭温泉チャットパレス、もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部、
　農産物販売交流施設いがしら（あぐ里っ娘）、　農産物販売交流施設いがしら（あぐ里っ娘）、真岡商工会議所、真岡商工会議所、真岡りす村ふれあい真岡りす村ふれあい
　の里、二宮コミュニティセンター、にのみや商工会、道の駅「にのみや」、つかもと　の里、二宮コミュニティセンター、にのみや商工会、道の駅「にのみや」、つかもと

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎ 83-8135  FAX83-0199

　「モオカの休日」は、市民による同好会やサーク
ルなどの組織が主体となって開催しています。一緒
にモオカの休日を堪能しませんか。
【とき】2月 9日（日）
【ところ・内容・時間・定員・料金等】

SL キューロク館 スハフ内
　◆民話を聞いて想像力を高めよう（民話の会花もめん）
　　午後 1時から〈定員〉30人〈料金〉無料
般若寺　※事前予約優先 ☎ 090-4209-5517

　◆お寺ヨガ（キラキラママサークル）
　　午後 1時から〈定員〉15人〈料金〉500円
　　〈持ち物〉ヨガマットまたはタオル

真岡木綿会館内  ☎ 83-2560
　◆機織り体験（コースター作り）
　　随時〈定員〉随時 5人ずつ〈料金〉500円

真岡木綿会館前テント
　◆切り絵体験（スマ・切り絵クラブ）
　　午前10時から〈定員〉各回10人〈料金〉800円
　◆リラクゼーション（リフレッシュ花）
　　午前10時から〈定員〉随時2人ずつ〈料金〉500円
※天の織姫市も真岡木綿会館駐車場で同時開催！

　　　　　　ようこそ、　　　　　　ようこそ、
　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ

　　 モオカの休日開催　　 モオカの休日開催

　　　　　 もおか観光コンシェルジュ   
 　ガイドツアー 　ガイドツアー

　「もおか観光コンシェルジュ」は、真岡の魅力を発
見し、来訪者に紹介する案内人のことです。真岡市
の歴史や魅力を感じながら、散歩しませんか。コン
シェルジュが、笑顔で皆さんをお待ちしています。
【とき】2月 9日（日）午前 10時から（随時受付）
【受付場所】物産会館西側　【参加料】無料
【所要時間】1時間～ 1時間半
【参加方法】事前予約または当日申し込み
【コース】◆真岡城跡コース ◆真岡伝承ふれあいツ
　アー ◆文化財巡りコース ◆ SL の走るまち、も
　おかツアー（当日の状況により、コース変更あり）
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 83-8135  FAX83-0199

市制施行 60周年記念市制施行 60周年記念
協賛事業の募集協賛事業の募集

　市制施行 60 周年記念事業の一環として、市民、
企業および各種団体等の主催で実施する事業のう
ち、多くの市民が参加でき、60周年を盛り上げて
いただける事業を、「協賛事業」として募集します。
　協賛事業に承認されると、「真岡市制施行 60 周
年記念協賛事業」の名義使用、市ホームページ等で
の事業の周知、60周年記念事業キャッチフレーズ
や真岡市キャラクターの使用などの支援が受けられ
ます。（財政的な支援はありません）
【対象事業】以下の条件をすべて満たす事業
　◆平成 26 年 4月 1日～平成 27 年 2月 28 日ま
　での期間に実施されるもの ◆事業の内容が協賛
　事業の趣旨に沿うもの ◆開催場所が市内で、広く
　市民を参加対象としたもの ◆特定の政党その他の
　政治団体、思想または宗教を支持、支援し、また
　は反対するものでないこと ◆法律および法律に
　基づく政令やその他の命令に違反しないこと
　◆暴力団との関係がないこと ◆市の名誉を傷つ
　け、または信用を失墜するものでないこと
【申請期限】平成 26年 12月 26日（金）まで
【申請方法】申請書に必要事項を記入し、下記へ提
　出してください。用紙は市内の公共施設に用意
　してあります。市ホームページ（http://www.city.
　moka.tochigi.jp）からもダウンロードできます。
【実施報告】協賛事業が完了したときは、報告書を
　事業完了後 30日以内に提出してください。
【申し込み・問い合わせ】
　企画課企画調整係 ☎ 83-8102  FAX83-5896

参加費無料！ 一般農業者向け

農業機械安全講習会開催農業機械安全講習会開催

【問い合わせ】農政課園芸畜産係☎83-8139 FAX83-6208

【とき】1月29日（水）午後 1時 30分～（2時間程度）
【ところ】真岡市農産物販売交流施設
　「いがしら」（あぐ里っ娘）交流館
【実施機械】小型農業機械（ミニ耕うん機）
【内容】安全管理講習、操作、実演
【主催】真岡市農業機械士会　
【協賛】JA全農とちぎはが野広域農機センター
※申し込み不要、当日会場へ直接お越しください。
※長靴など農地での作業に適した服装でお越しください。

  体育施設使用申請受付体育施設使用申請受付
　平成26年 4月以降の市内各体育施設の使用申請
の受付を 3月 3日（月）から開始します。※定期的
に使用する団体の登録受付は、2月12日（水）まで

学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を
　平成25年度の登録団体も再度登録が必要となります。
【問い合わせ】スポーツ振興課☎84-2811 FAX84-6258


