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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/

【問い合わせ】真岡市観光協会 ☎83-8135／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）
【開館時間】【開館時間】午前10時～午後4時（2月11日については午後3時まで、午前10時～午後4時（2月11日については午後3時まで、
　　　　　　　　　　　　　　 休館日：2月 12・13・18・25 日）　　　　　　　　　　　　　　 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、ひな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ています。また、人形やつり雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示しています。また、
市内協力施設においても展示案内をしています。ぜひご覧ください。市内協力施設においても展示案内をしています。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

　ボランティアとして結婚希望者の相談に応じ、出会
いのサポートをしていただく結婚相談員を募集します。
【募集人数】若干名
【任期】平成26年4月1日～平成28年3月31日（2年間）
【応募条件】以下の全ての条件を満たす方
　①市内在住の方
　② 65歳までの健康状態が良好な方
　③普通自動車運転免許を有する方
　④営利目的ではなく、相談員として
　　知り得た情報を保守できる方
【活動内容】◆結婚相談と情報交換（毎月 2回）
　原則第1水曜日、第3土曜日の午前10時～11時30分
　◆各自の結婚相談活動
【募集期限】2月 21日（金）までに下記へ申し込み
【申し込み・問い合わせ】
　三つ子の魂育成推進室 ☎ 83-8157 FAX84-1545

真岡市縁組センター真岡市縁組センター  結婚相談員募集結婚相談員募集

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

募
集
部
屋

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申し込みください。
　※応募多数の場合は抽選となります。

【受付期限】2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

真岡市食育推進計画真岡市食育推進計画
推進協議会委員を募集推進協議会委員を募集

　食育の推進、普及啓発についてご意見をいただく
委員を公募します。
【募集人数】4人（応募者多数の場合は選考）
【任期】平成26年4月1日～平成28年3月31日（2年間）
【応募条件】以下の全ての条件を満たす方
　①年齢が20歳以上の方（平成26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（会議は年1回）
【応募方法】住所・氏名・年齢・職業・電話番号・
　応募動機を明記し、下記へ郵送もしくは直接持参
　してください。（メールでの応募可）
【募集期限】3月 14日（金）必着
【その他】選考結果は個別に通知します。提出書類
　は返却できません。会議に出席された方について
　は、5,000 円の謝礼が支払われます。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208
　Eメール  nousei@city.moka.lg.jp

新規印鑑登録証の交付手数料が新規印鑑登録証の交付手数料が
300円になります300円になります

　従来、印鑑登録証の再交付手数料については、
300 円を徴収していましたが、印鑑登録証の交付
手数料の見直しにより、平成 26 年 4 月 1 日から新
規の交付手数料も 300 円となります。
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514
　二宮支所市民窓口係 ☎74-5002 FAX74-1250

台町水源地自家発電機定期点検台町水源地自家発電機定期点検
に伴う水道水の濁りについてに伴う水道水の濁りについて
　台町水源地の自家発電機定期点検を下記のとおり
実施します。
　点検作業中は停電させるため、取水ポンプ等の機
器が一時運転停止状態になります。
　このため、水道管内の水圧が変化することで、一
時的に水の濁りが発生する恐れがありますので、点
検時間帯の水道水の使用についてご留意ください。
　また、点検時間帯以降に蛇口から赤水等の濁りが
確認された場合には、お手数でもしばらく水を流し、
きれいになってからご利用ください。
　この点検は、水道施設の維持管理上必要であるた
め、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
【点検日時】2月 13日（木）午後１時３０分～４時
【点検施設】台町水源地自家発電機
【給水区域】並木町二丁目、三丁目地内の各一部
【点検業者】一般財団法人 関東電気保安協会 下野事業所
【問い合わせ】水道課浄水係 ☎83-8697 FAX84-7512

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター

新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
【とき】2月20日（木）午前9時30分 開始
【ところ】総合福祉保健センター  ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】草むしり、大工仕事、屋内外清掃、家事援助など
【その他】入会書類がありますので、2月 19 日（水）
　までに下記へ一度お越しください。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 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/

人・農地プラン更新の縦覧人・農地プラン更新の縦覧
　地域農業の未来設計図である、「人・農地プラン」
の更新について、下記のとおり縦覧を実施します。
【縦覧期間】2月7日（金）～20日（木）※平日のみ
　午前8時30分～午後5時15分
【縦覧場所】農政課（福祉産業部棟2階）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎83-8137 FAX83-6208 

農作業農作業のことならのことなら農業公社農業公社へへ
　真岡市農業公社では、農作業のことで困っている
方のために、水稲の耕起・代かき・田植えなど、春
期農作業の委託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）
※ホームページを開設しました
　のでご覧下さい。
　http://www.moka-apc.or.jp/
【申し込み・問い合わせ】※ 2月28日（金）締切
　農業公社（真岡市農業振興センター内）
　☎ 83-9931  FAX83-8911

【問い合わせ】
　真岡市観光協会
　☎ 83-8135

★時刻表★時刻表（（交通状況により、出発時間が遅れる場合もあります。）交通状況により、出発時間が遅れる場合もあります。）

運行
回数

久保講堂  発 木綿会館  発 真岡駅東口  発

1   9:35   9:40   9:50
2 10:05 10:10 10:20
3 10:35 10:40 10:50
4 11:05 11:10 11:20
5 11:35 11:40 11:50
6 13:05 13:10 13:20
7 13:35 13:40 13:50
8 14:05 14:10 14:20
9 14:35 14:40 14:50
10 15:05 15:10 15:20
11 15:35 15:40 15:50
12 16:05 16:10 16:20

　　無料周遊バスで、「真岡・浪漫ひな飾り」、「モオカの休日」、「SLキューロク館」を無料周遊バスで、「真岡・浪漫ひな飾り」、「モオカの休日」、「SLキューロク館」を
巡りませんか。会場周辺は、大変混み合いますので、ぜひご利用ください！巡りませんか。会場周辺は、大変混み合いますので、ぜひご利用ください！ 久
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市内体育施設の使用申請市内体育施設の使用申請
3月3日（月）3月3日（月）から受付開始から受付開始
　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。下記申
請先で手続きしてください。
※体育館施設を定期的に使用する団体の登録も受け
　付けています。（条件あり）
　団体登録の当初受付は、2月 12日（水）までです。
学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を

【利用できる施設】市内小・中学校の体育館・武道館・
　グラウンドおよび真岡工業高校ナイターグラウン
　ド（通年利用可）
【登録資格】団員が真岡市在住・在勤者の方で、常
　時 10人以上で定期的に活動している団体
【申請方法】申請書を使用希望日の前月15日までに
　提出すると、25日以降に許可証が発行されます。
※平成 25 年度の登録団体も 4月から引き続き利
　用する場合には、再度登録が必要です。
【問い合わせ】スポーツ振興課　☎ 84-2811
【申請先】旧真岡市内施設：総合体育館 ☎ 84-2811
　旧二宮町内施設：二宮体育館 ☎ 74-3177

歯ブラシひとつで、歯周病を予防する教室歯ブラシひとつで、歯周病を予防する教室

歯っぴースマイルセミナー歯っぴースマイルセミナー
　笑顔のアンチエイジングには、お口の健康が欠か
せません。若々しく素敵な口元を保つには、正しい
ブラッシングとお口の体操が効果的です！
　参加者には、歯科衛生士おすすめの歯ブラシと
歯間ブラシをプレゼント！
【とき】2月25日（火）午後1時30分～3時
　（15分前から受付、代理参加可能）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】40～74歳の市民の方  先着20人
【内容】①お口の健康とアンチエイジング ②正しい
　ブラッシング（染め出し実践）③スマイル美人体操
【持ち物】お使いの歯ブラシ、タオル
【申込期間】2月10日（月）～18日（火）電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122


