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真岡市行政情報番組案内真岡市行政情報番組案内
　市からのお知らせや、イベント情報などをお伝
えする行政情報番組「ほっとステーションもおか」
は、真岡ケーブルテレビ（いちごてれび）で毎日
放送しています。ぜひ、ご覧ください。
【放送時間】1日3回  午前8時から、午後1時から、
　午後 6時から（※日曜日は午前 7時からのみ）
【6 月 30日（月）～ 7月 6日（日）放送内容予定】
　◆市政ニュース ◆ようこそ市長室へ《特殊詐欺の
手口と予防策》 ◆もおかインフォ 　◆広報もおか ◆
ウィークリーニュース 

【問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎83-8100  FAX83-5896

※行政情報番組を視聴する場合は、真岡ケーブ
ルテレビへの加入が必要となります。視聴の申
し込みは、真岡ケーブルテレビへ（☎ 83-5001）

 真岡市制施行60周年記念 真岡市制施行60周年記念
  心を一つに  心を一つに 6060 年年
     豊かに真岡     豊かに真岡
        人人・・夢夢・・未来未来

栃木ＳＣ「親子サッカー教室」栃木ＳＣ「親子サッカー教室」およびおよび交流会交流会
　栃木SC選手・スタッフによる親子サッカー教室で、選手と直接触れ合い交流を
深めませんか。
【とき】8月 6日（水） 午後 3時～ 5時　※雨天時：スポーツ交流館主競技場
【ところ】鬼怒自然公園芝サッカー場　【対象】市内小学生とその保護者 40 組 80人　
　※保護者の方は引率していただき見学のみでも可　【参加料】無料　
【持ち物等】運動のできる服装、運動靴、タオル、帽子、飲み物、サッカーボール（ある方）
【注意】選手は、練習により後から合流することもあります。熱中症対策を忘れずに参加してください。
【申し込み】7月 1日（火）午前 8時 30分から受付開始。参加者の氏名、住所、学年（年齢）、電話番号
　を添えて下記へ電話（平日のみ）、FAXまたは Eメールで申し込み。定員になり次第締切。

【とき】8月 17日（日）午後 6時（対湘南ベルマーレ）　
【ところ】栃木県グリーンスタジアム【対象】真岡市民の方　※①②とも市内小・中学生は無料招待！
　①バスツアー（市内小・中学生 50人限定）午後3時発予定の送迎バス有り、保護者同伴。（保護者の方はチケッ
　トを購入ください）　②特別割引チケット　申し込み後に座席の変更はできません。

座席 対象 通常価格 特別割引

Ｓ自由席
ゾーン指定

大人 3,000円 1,500円
高校生 1,000円 500円
65歳以上 3,000円 無料
小・中学生 1,000円 無料

Ｂ自由席
ゾーン指定

大人 2,300円 1,150円
高校生 500円 250円
65歳以上 2,300円 無料
小・中学生 500円 無料

ホーム立見席
ゾーン指定

大人 1,500円 750円
高校生 500円 250円
65歳以上 1,500円 無料
小・中学生 500円 無料

栃木SCホームゲーム「真岡市民デー」観戦者募集！栃木SCホームゲーム「真岡市民デー」観戦者募集！

【問い合わせ】栃木ＳＣ支援真岡市実行委員会（スポーツ振興課） 
　☎ 84-2811 FAX84-6258 
　Ｅメール sports@city.moka.lg.jp

Ⓒ TOCHIGI SC

【申込方法】観戦希望の方は、次の①～④の必要事項を左
　記へ電話、FAXまたは Eメールにて申し込みください。
《必要事項》①観戦希望者の氏名・郵便番号・住所・年齢
　（小中学生は学校名と学年） ②購入する座席 ③必ず連絡
　の取れる電話番号または FAX番号、Eメールアドレス 
　④バスツアー参加の有無
【申込受付期間】7月 1日（火）～7月 31日（木）必着
　※ただし、バスツアーは定員になり次第締切
【チケット引き換え】8月6日（水）午前9時から8月15日（金）
　午後5時までに総合体育館窓口で料金と引き換え。市民
　であることが確認できる身分証明書を持参ください。
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　6月分以降の手当てを引き続き受給するためには、

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係
　☎ 83-8131  FAX82-2340

児童手当児童手当・・特例給付特例給付のの現況届現況届
必ず手続き必ず手続きをを行って行ってくくだださいさい！！
現況届の提出が必要です。現況届が確認できない場
合は、6月分以降の手当てを受給することができま
せん。必ず手続きを行ってください。

　真岡市では、積極的に男女共同参画の推進のため
の取り組みを行っている事業者を表彰し、広く市民
や事業者の皆さんに紹介します。
【対象】次のいずれかの取り組みを行っている市内の事業
　者　（企業、個人事業者、自治会、ＰＴＡ、市民団体等）
　①性別にとらわれない能力活用や職域拡大のため
　　の取り組み
　②仕事と家庭生活その他の活動との両立を支援す
　　るための取り組み
　③男女の人権に配慮した、働きやすいまたは活動
　　しやすい環境づくりのための取り組み
　④前各号に定めるもののほか、男女が共同して参
　　画することのできる環境づくりのための取り組み
【応募（推薦）方法】真岡市男女共同参画推進事業
　者表彰応募（推薦）書（様式第 1号）と事業者
　の概要の分かる資料を添えて、真岡市教育委員会
　生涯学習課に提出してください。
【応募（推薦）期間】7月1日から9月1日（必着）まで
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎82-7151　FAX83-4070

真岡市男女共同参画推進事業者真岡市男女共同参画推進事業者
表彰制度に応募（推薦）してください表彰制度に応募（推薦）してください
～自治会・市民団体等のみなさんも対象です～～自治会・市民団体等のみなさんも対象です～

　平成25年3月に市に寄贈された美術評論家の故久
保貞次郎氏のコレクションを、久保家ゆかりの久保講
堂で展示します。ぜひご覧ください。
【とき】7月 3日（木）～ 6日（日）
　午前 10時～午後 4時
【ところ】久保講堂　【入場料】無料
【主な展示作家】靉嘔（あいおう）、北川民次、
　池田満寿夫 など　※会期中、会場には解説員がいます。
【問い合わせ】　文化課 ☎ 83-7731  FAX83-4070

第 28回真岡市美術展第 28回真岡市美術展
「久保コレクション展」開催「久保コレクション展」開催

平成27年度採用 芳賀地区広域行政事務組合

　消防職員を募集消防職員を募集
【採用人員】消防職 11人程度
【受験資格】年齢および最終学歴で試験区分が上級、
　中級、初級の各試験にわかれます。（詳細につい
　ては、募集要領を参考にしてください）
【申込期間】7 月 1日（火）～８月８日（金）
【試験日程】9月21日（日）受付：午前8時30分～9時
　筆記試験（一般性格診断含む）：午前9時 15分～正午
　体力試験：午後1時30分から
【試験会場】真岡高等学校（体力試験は消防本部）
【試験方法】1 次試験は筆記・一般性格診断・体力
　試験、2次試験は 1次合格者を対象に作文・面接
【持ち物等】筆記用具、運動できる服装・運動靴
【1次試験合格発表】10月 10日（金）午前 10時
　消防本部玄関前およびホームページに掲示
【問い合わせ】消防本部総務課☎ 82-3213 FAX83-3746

http://www.hagakouiki.jp/syoubou/

②西真岡第二地区
№ 地積（㎡） 価格（円）
3 251.55 9,282,000
57-1 806.23 24,912,000

③久下田北部地区
13 306.47 6,895,000
18 377.23 8,638,000
19 331.41 6,495,000
20 445.66 8,333,000
21 445.67 9,047,000

①長田地区
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【申し込み・問い合わせ】
①については、長田土地区画整理組合
　☎83-5466（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）http://www.nagatakumiai.jp/
② ③ については、区画整理課管理係
　☎83-8155（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）http://www.city.moka.tochigi.jp/

●仲介手数料なし
●上下水道接続可
●即建築可能

全 28画地
のうち

新規 8画地

※詳細については、下記窓口へ
　お問い合わせいただくか、ホー
　ムページをご覧ください。

宅地の公売宅地の公売
【申込期間】 6 月 27日（金）～ 7月 10日（木）
　午前 8時 30分～午後 5時（土 ･日曜日除く）
　※現地説明会7月5日（土）午後１時～5時（①長田地区）
※②西真岡第二 ③久下田北部の説明は随時実施
※申し込み多数の場合は 7月 12日（土）抽選 
※申込期間終了後は、随時受付・先着順で公売

真岡市土地区画真岡市土地区画
整理事業地内整理事業地内

真岡市土地開発公社保有真岡市土地開発公社保有土地売払い土地売払い
【物件】
土地の所在地番 地積 現況地目 売却価格
寺内1035番2 4,597㎡ 雑種地 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】先着順で申し込み受付中。
【申込方法】買受申請書を下記窓口へ提出してください。
※売払い要領や買受申請書は企画課で配布中です。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。

【申し込み・問い合わせ】企画課管財係　☎83-8103　FAX83-5896

　市では、平成 27年度から平成 31年度までの 5年
間のまちづくりの指針となる「第11次市勢発展長期
計画」の策定を進めています。計画の策定にあたり、
市民の皆さまから広くご意見を伺うため、「第 11次
市勢発展長期計画策定市民会議」を設置し、委員を募
集します。
【募集人数・応募条件】下記の条件を満たす方　6人程度
　①年齢が20歳以上の方 ② 市内に引き続き１年以上住所
　を有する方 ③ 8/11（月）9:00～12:00、8/12(火)
　13:30～16:30、8/25（月）13:30～16:30、8/27（水）
　9:00～12:00の4日間会議に出席できる方
【応募方法・締切】７月11日（金）必着。任意の用紙
　に下記の必要事項を記入し、郵送、Eメール、また
　は企画課まで直接持参ください。①応募の動機 ②
　氏名、住所、性別、年齢、職業、電話番号
【その他】選考結果は個別に通知します。提出書類
　は返却しません。会議に出席された方には報酬と
　して日額 5,000 円をお支払いします。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市総務部企画課企画調整係
　TEL83-8102　FAX83-5896
　E-mail kikaku@city.moka.lg.jp

第11次市勢発展長期計画策定第11次市勢発展長期計画策定
市民会議委員を募集市民会議委員を募集　障害年金（20歳前障害等）を受給されている方は、

毎年6月末日までに、日本年金機構より送付される
現況届けに、必要事項を記入して、7月中に必ず提
出してください。
　また、診断書の提出が必要な方は、7月中に医療
機関で受診してから、速やかに、下記まで提出をお
願いします。
　なお、平成26年 1月 1日現在、真岡市に住所が
無かった方は、前住所地（1月1日現在）にて所得
証明書もしくは非課税証明書の添付が必要です。
※現況届を提出されない場合は、10月支給分からの
　年金が止まってしまいます。
【問い合わせ】
　国保年金課国民年金係☎83-8593  FAX83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係　☎74-5004　FAX74-1250

障害年金受給者の皆さま障害年金受給者の皆さま
現況届現況届のの手続き手続きをを忘れずに！忘れずに！

靉嘔「ｶﾏｷﾘ」


