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　「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。今回は、Ｓ
Ｌキューロク館開館一周年記念イベントに合わせて、
ＳＬキューロク館や真岡駅を案内し、ＳＬの魅力をお
伝えします。
【とき】5月 3日（土）～５日（月）の３日間
　午前 10時から午後２時まで（随時受付）
【定員】各コース 1回 5人程度
【受付場所】真岡駅東口前テント【参加料】無料
【参加方法】事前予約または当日申し込み　

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

　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！

リラクゼーション
　簡単なもみほぐしとリフレクソロジ―を体験し
て、元気な体を取り戻してみませんか。
【とき】5月 4日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ】キューロク館東側テント　【料金】500円

　　　　　　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

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

市環境審議会委員を募集市環境審議会委員を募集
【募集人数】4人以内（任期 2年）
【応募要件】①・②の条件を満たす方。
　①原則として、市内に引き続き 1年以上住所を
　　有する20歳以上の方（平成26年4月1日現在）
　②平日昼間の会議に出席できる方。（公務員、市
　　において他の審議会等の委員である方は除く）
【審議内容】市の環境基本計画に関すること、年次
　報告、環境の保全に関する基本的事項など。
【応募方法】下記①・②の書類を記入し、5月16日（金）
　までに下記宛先へ郵送（消印有効）、またはＥメー
　ルで提出してください。
　①身上書（住所、氏名、生年月日、年齢、性別、
　　職業、勤務先、電話番号、環境保全活動に関す
　　る経歴を明記したもので書式は自由） 
　②「応募の動機」または「真岡市の環境保全につ
　　いて」の作文 400字程度　
※選考結果については、5月下旬ごろに応募者に
　通知します。また、応募書類の返却は致しません。
【応募先・問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　環境課環境計画係 ☎ 83-8241 FAX83-5896
　Eメール kankyou@city.moka.lg.jp

水石盆栽展
【とき】5月 3日（土）～ 6日（火）
　午前 9時～午後 4時（6日は正午まで）
【ところ】久保講堂【内容】水石と盆栽の展示
【問い合わせ】
　商工観光課観光係 ☎ 83-8135  FAX83-0199

第35回  『花と緑の市』を開催！
【とき】5月 3日（土）～ 5日（月）
　午前 10時～午後 4時
【ところ】久保講堂前広場
【内容】庭園の展示、花木の展示・販売
　※ 5月 3日（土）午前 10時ごろから苗木を先着
　　500人にプレゼントします。

真岡市情報センターの真岡市情報センターの
指定管理者を募集指定管理者を募集

■募集要項について
　【配布期間】5月2日（金）まで　午前9時～午後5時
　　※土・日・祝日は除く　　　
　【配布場所】情報システム課
　　※真岡市ホームページでは上記の期間に募集
　　　要項をダウンロードすることができます。
■申請書受付について
　【受付期間】5月 7日（水）～ 5月 16日（金）
　　午前 9時～午後 5時　※土・日は除く
　【提出方法】情報システム課へ直接持参ください。
■現地説明会について
　【とき】4月28日（月）午前10時30分から
　【ところ】真岡市情報センター　3階研修室
【応募先・問い合わせ】
　情報システム課 ☎ 83-8496 FAX83-5896
　Eメール jouhou@city.moka.lg.jp

　市民の皆さまの市政に対する意見や要望などを、
今後のまちづくりに反映させるため、「市民意向調
査」を実施します。市内在住の 3,000 人の方を無
作為に選び調査票を送りましたので、調査票が届い
た方はご協力をお願いします。
【期限】5月 8日（木）までにご投函ください。

【問い合わせ】企画課企画調整係 ☎83-8102  FAX83-5896

市民意向調査市民意向調査ににご協力ご協力くださいください

真岡市制施行 60周年記念協賛事業真岡市制施行 60周年記念協賛事業

SLキューロク館 開館一周年記念イベント開催
　真岡駅東口に新たな観光拠点として「Ｓ Lキューロク館」が開館し、一年がたちま
した。当日は、開館一周年を記念し「見る・食べる・体感する」をコンセプトに、盛
りだくさんのイベントで、多くの皆さまのご来場をお待ちしています。
 【とき】5月 3日（土）～ 6日（火）
 【開館イベント】午前 10時～午後 3時 30 分
 【会場】SL キューロク館および真岡駅東口駅前広場

【問い合わせ】真岡鐵道株式会社　 ☎ 84-2911

市税等の納付を安心で便利な市税等の納付を安心で便利な
口座振替にしませんか口座振替にしませんか

安心 安心 

　お申込みいただいた方先着 200人に、レジカゴ
バッグをプレゼントします。
【口座振替対象市税等】※普通徴収に限る
　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保
　険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育
　料、墓地管理手数料、住宅使用料、上下水道料
【申し込みに必要なもの】通帳、通帳届出印
【申し込み】市役所収税課、二宮支所税務収納窓口係、
　金融機関
【その他】口座振替開始までには約 2カ月かかりま
　す。口座振替開始時には、ハガキで案内がありま
　す。金融機関で申し込みをされた方は、依頼書の
　控えを下記申込先へ持参してください。レジカゴ
　バッグを進呈します。（1世帯 1個まで）
 【申し込み・問い合わせ】
　収税課収税係 ☎ 83-8115 FAX83-6205 

第 39回第 39 回
市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』
　真岡市所蔵の久保・宇佐美コレクションの作品が一　真岡市所蔵の久保・宇佐美コレクションの作品が一
部公開されます。部公開されます。
【とき】5月 21日（水）
　午前 8時 30分出発（久保講堂南側砂利駐車場）
　午後 5時帰着予定
【行き先】栃木県立美術館 企画展「真岡発：瑛九と前
　衛画家たち展」、小杉放菴記念日光美術館 企画展「没
　後50年小杉放菴所蔵作品展」
【対象】市内在住の方　80人（申込多数の場合は抽選）
【持ち物】お弁当（小杉放菴記念日光美術館周辺での
　昼食となります）
【参加料】1,270円（入館料、当日徴収）
【申込方法】
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
　参加者全員の住所・氏名・電話番号を記入（障害
　者手帳をお持ちの方は「障害者手帳あり」と記入）、
　返信用はがきに代表者の郵便番号・住所・氏名を
　記入し、下記申込先へ郵送してください。
　5月 6日（火）消印有効
【主催】真岡市教育委員会

【申込先・問い合わせ】真岡市役所文化課文化振興係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731　FAX83-4070

■ 3日（土）
　10：00～台若の山車と神輿
　10：10～記念式典：キューロク出発進行　
■ 4日（日）
　11：00～イマキダンシング
　12：30～ Lovely ☆ Candy（ラブリーキャンディ）
　　　　　　※さくら市ご当地アイドル
　13：30～ザ・テイラーズ（農民ロックバンド）　

体　験　す　る体　験　す　る
■駅長制服の貸し出し　300円
■機関士制服の貸し出し　100円
■キューロクと車掌車の連結走行　300円
■ミニ SLの運行　無料

食　べ　る食　べ　る
■各種模擬店
　焼きそば、焼き鳥、手打ちそば、駅弁、綿菓子、
　クレープ、牛串焼き、ブラジル料理 など■ 5日（月）

　ヒップホップダンス　① 10：15～ ② 10：45～
　12：50～とちおとめ２５
　13：40～ JB4（バンド演奏）
■ 6日（火）
　尊徳太鼓　① 10：00～ ② 12：50～
　11：00～フラダンス・タヒチアンダンス
　13：20～フラダンス・タヒチアンダンス
　14：00～バンド演奏

見　る見　る

女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
施設検診が始まります施設検診が始まります

　年に一度のがん検診受けていますか。女性がんは
若いうちからの健康チェックが大切です。
　過去３年間で子宮がん・乳がんの施設検診を受診
した方を対象に、受診券を発送します。新たに施設
検診ご希望の方は、下記の申し込み先までご連絡く
ださい。なお、検診は集団か施設のどちらかで年度
内 1回の受診となります。
【実施期間】5月1日（木）～平成27年2月28日（土）
　※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸部がん検査のみ 800円

30歳以上

子宮頸部がん
および体部がん検査

（体部がん検診は医師が必
要と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部が
んのみは
800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上でﾏ
ﾝﾓｸﾞﾗﾌｨを希望
しない方

40歳～49歳 視触診
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（2方向） 600円

50歳以上 視触診
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（1方向） 500円

【対象医療機関】
医療機関医療機関 電話番号電話番号

子
宮
が
ん
検
診

岡田・小松崎クリニック 84-1941
小菅クリニック　要予約 84-3511
柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院　午前 11時までに受付 82-2195
ひがのクリニック 74-0051

乳
が
ん
検
診

医療機関 検査内容 電話番号
福田記念病院 要予約 ①・② 84-1171
鬼怒ヶ丘クリニック 要予約 ①・② 84-1124
亀山クリニック 要予約 ①・② 83-3212
芳賀赤十字病院
地域医療連携課で予約 要予約 ② 82-2195

地域医療連携課
金子医院 要予約 ①・② 83-2818
高野医院 要予約 ① 82-3162
柳田外科肛門科医院 ① 82-5525
ふじた外科内科クリニック 要予約 ①・② 80-2877
芳賀中央クリニック ① 028-677-5581

※検査内容：①※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ

【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619


