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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/）

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 83-8135  FAX83-0199

　　　　　 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。
【とき】4月 13日（日）午前 10時から（随時受付）
【定員】各コース 1回 5人程度
【受付場所】物産会館西側
【参加料】無料【所要時間】約 1時間 30分
【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 ◆大前神社コース
　◆SLの走るまち、もおかツアー（午前のみ） 
　◆門前今昔ツアー（午後のみ）
　※当日の状況により、コース変更あり

家庭ごみの自己搬入は家庭ごみの自己搬入は
有料になります有料になります

　平成 26 年 4 月 1 日から、家庭ごみを直接搬入
する場合は、芳賀地区エコステーションに持ち込ん
でいただくことになりました。料金は 10kg あたり
100 円となります。また、処理が困難なものにつ
いては、別途料金がかかります。詳しくは、分別事
典の 8ページをご覧ください。
【問い合わせ】
　環境課ごみ減量係 ☎ 83-8692 FAX83-5896

　真岡の「観光」は、まちの方と触れ合い、真岡を体
感してもらうことが、真岡の「感交」と考え、市民に
よる同好会やサークルなどの組織が主体となり「モオ
カの休日」を開催しています。ぜひお越しください！
【とき】4月 13日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ・内容・開始時間・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 ☎ 090-2463-2996

◆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）午前10時から随時
　〈定員〉随時5人ずつ〈料金〉500円（イベント価格）

真岡木綿会館前テント
◆切り絵「コットベリー・とちまるくん・綿の花」
　（スマ・切り絵クラブ）午前10時から随時〈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

 4 月13 日（日）   観光施設無料周遊バスを運行します 4 月13 日（日）   観光施設無料周遊バスを運行します
　市内各地で様々なイベントが開催される４月13日 (日 )、どなたでも利用できる無料周遊
バスを下記の４コースで運行します。時刻表などの詳細は下記ホームページおよび本紙でお知らせします。
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【問い合わせ】真岡市観光協会 ☎83-8135　FAX83-0199　http://www.moka-kankou.org/

井頭公園桜まつり井頭公園桜まつり（井頭公園）
4 月 13日（日） 模擬店など 10:30 ～ 16:00

根本山桜まつり根本山桜まつり（根本山）
3 月 29日（土）～ 4月 13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）
4 月 4日（金）～ 4月 19日（土）
　◆ぼんぼり点灯＆ライトアップ 18:00 ～ 22:00
4 月 13日（日）模擬店など  10:00 ～15:00

桜町陣屋桜まつり桜町陣屋桜まつり（桜町陣屋跡）
4 月 13日（日）～ 4月 20日（日）
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00
4/13 日（日）模擬店、いちご販売など

真岡真岡のの一万本桜まつり一万本桜まつり

※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
（泉公園およびSL･ 桜 ･ 菜の花街道）

3 月 30日（日）～ 4月 13日（日）　
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00
4 月 5日（土）お囃子、芸能発表など  16:00 ～

　桜町千本桜まつり桜町千本桜まつり（SL･ 桜 ･ 菜の花街道）

4 月6日（日）　模擬店、神輿渡御など 10:00 ～ 16:00
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00

熊倉神宮桜まつり熊倉神宮桜まつり（熊倉公園）
4 月 13日（日）～ 5月 6日（火） 
4 月 20日（日）神輿渡御など 12:30 ～ 16:00

                                    （財）スポーツ安全協会からのご案内（財）スポーツ安全協会からのご案内

          スポーツ安全保険          スポーツ安全保険
【加入対象】スポーツ・文化・ボランティア・地域  
　活動を行う5人以上の社会教育関係団体（加入し
　た各個人が被保険者）
【保険の概要】加入団体での活動中の事故（活動場所へ
　の移動を含む）に対し、保険金が支払われます。
【保険の種類】傷害保険・賠償責任保険・突然死葬
　祭費用保険
【保険期間】加入日から平成27年3月31日（毎年度更新）
【その他】平成 25年度加入団体には、代表者宛てに
　申込書が送付されます。新規加入を希望される団体
　は、下記窓口にパンフレット・申込書等があります。
 【申し込み・問い合わせ】Eメール sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258 

平成26年度
スポーツ少年団スポーツ少年団のの登録受付登録受付
【登録対象】年間を通じて小中学生を中心にスポーツ活
　動を展開しているクラブ（原則として、20歳以上の
　指導者および10人以上の団員が必要）
【登録料】指導者1,000円／１人、団員600円／１人
　（真岡市スポーツ少年団→栃木県スポーツ少年団
　→日本スポーツ少年団に登録します）
【活動内容】市内交流大会の実施（野球、バレーボー
　ル）、指導者講習会の実施、県交流大会への参加（野
　球、バレーボール、ミニバスケ、バドミントン、柔
　道、剣道、空手道、卓球など）、県の交流大会派遣
　費の一部補助、県内や全国の仲間との交流事業など
【申込方法】平成 25年度登録団体には、平成 25年度
　に登録された代表者宛てに、日本スポーツ少年団か
　ら申請書が送付されます。また、新規登録を希望さ
　れる団体は、下記スポーツ振興課へ相談ください。
【申込期限】5 月2日（金）正午 締切

真岡市総合運動公園陸上競技場
オープニングセレモニーオープニングセレモニー
参加者募集のお知らせ参加者募集のお知らせ

【とき】4月 12日（土）午前 10時～正午
【ところ】真岡市総合運動公園陸上競技場
【内容】◆式典…午前 10時～ 10時 30分ごろ
　※式典時には、風船飛ばしなどのセレモニーを行
　　いますので、ぜひご参加ください。
　◆陸上競技場体験会…式典終了後～正午
　※小学生対象のかけっこ教室を開催します。中学
　　生以上の方は、陸上競技場を使用して陸上競技
　　の練習を行うことができます。
【申込方法】4月 7日（月）までに電話または FAX
　で下記窓口へ申し込みください。（受付時間：平
　日の午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課
　（総合体育館内）  ☎ 84-2811  FAX84-6258

消費税率が 5%から 8%へ消費税率が 5%から 8%へ
水道料金・下水道使用料など水道料金・下水道使用料など
にも適用されましたにも適用されました

　消費税の税率が4月 1日から8％に引き上げられ
ました。これに伴い、水道料金、下水道および農業
集落排水使用料、水道加入金、準用河川占用料にも
8％の税率が適用となりましたので、ご理解とご協力
をお願いします。詳細は、市のホームページ（http://
www.city.moka.tochigi.jp/）をご覧ください。
【問い合わせ】（水道料金について）
　水道課料金担当 ☎ 83-8166 FAX84-7512
（下水道使用料について）
　下水道課業務係 ☎ 83-8160 FAX83-8142
（農業集落排水使用料について）
　下水道課農業集落排水係 ☎83-8144 FAX83-8142
（水道加入金について） 
　水道課庶務係 ☎ 83-8167 FAX84-7512
（準用河川占用料について）
　建設課管理係 ☎ 83-8147 FAX83-6240

水道・下水道等手数料水道・下水道等手数料
見直しのお知らせ見直しのお知らせ

　次のとおり手数料を見直しましたので、お知らせ
します。4月 1 日以降の申請分から適用となりま
す。詳細は、市のホームページ（http://www.city.
moka.tochigi.jp/）をご覧ください。

項　目 現　行 改 定 後

給水申込手数料 300円または
500円

一律1件
1,000円

給水工事検査手数料 500円～
5,000円

一律1件
1,000円

下水道事業排水設備
計画確認手数料 500円 1,000円

農業集落排水事業排水
設備計画確認手数料 500円 1,000円

【問い合わせ】
（給水申込・給水工事検査手数料について） 
　水道課庶務係 ☎ 83-8167 FAX84-7512
（下水道事業排水設備計画確認手数料・農業集落
排水事業排水設備計画確認手数料について）
　下水道課維持係 ☎ 83-8162 FAX83-8142

平成26 年度戦没者慰霊祭開催
地区 とき ところ  ※（  ）内は雨天時
二宮
地区

4月 16日（水）
午後1時 30分～

生涯学習館（旧二宮文化
会館）多目的ホール

山前
地区

4月 17日（木）
午前 10時～

山前小学校内忠霊塔前
（山前農村環境改善センター体育館）

大内
地区

4月 17日（木）
午後1時 30分～

大内資料館敷地内忠魂碑前
（大内農業構造改善センター体育館）

真岡
地区

4月 18日（金）
午前 10時～ 真岡市附属体育館

中村
地区

4月 18日（金）
午後1時 30分～

中村小学校内忠魂碑前
（中村農村環境改善センター体育館）

ご来場の際は「戦没者慰霊祭案内通知」を持参ください。
【問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129 FAX82-2340


