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 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

【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
【申込期限】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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　臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の申
請受付が始まりました。期間内に必ず申請をお願い
します。公務員の方は、所属先から配布された申請
書と証明書を持参または郵送してください。
【受付期限】10月1日（水）まで
■「臨時福祉給付金」受付窓口
　【ところ】教育委員会棟１階　会議室　☎81-3500
■「子育て世帯臨時特例給付金」受付窓口
　【ところ】建設部棟１階　会議室　☎81-3737

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時福祉給付金・子育て世帯
臨時特例給付金臨時特例給付金のの申請受付中申請受付中

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

　　↑↑
①長田地区①長田地区

←③久下田北部地区←③久下田北部地区

②西真岡第二地区②西真岡第二地区
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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

◇職種および受験資格
職種 人数 受験資格

一般
事務 1人

平成元年4月2日～平成5年４月１日まで
に生まれた方で、大学卒業以上の学歴を有す
る方（平成27年3月卒業見込みの方を含む）

【申込期限】8 月 8 日（金）まで
【試験日程】9月21日（日）受付：午前8時30分～9時
　筆記試験：午前9時 15分～正午（適性検査含む）
【試験会場】栃木県立真岡高等学校　
【試験方法】第 1 次試験 公務員上級試験・適性検査、
　第 2 次試験 作文・口述試験（1次合格者）
【一次試験合格発表】10月 8日（水）午前 10時
　組合ホームページおよび芳賀地区広域行政セン
　ター玄関前に掲示します。
【申込方法】採用試験受験申込書に所要事項を記入し
　下記へ持参または郵送（8月8日（金）消印有効）
【あて先・問い合わせ】〒321-4415 
　真岡市下籠谷4412　芳賀地区広域行政事務組合 
　総務課 庶務企画係 ☎ 82-9151 FAX82-9152

  芳賀地区広域行政事務組合
平成27年度採用一般職員を募集

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　真岡市産業環境部農政課内「真岡どろんこバレーボー
　ル大会2014事務局」☎83-8139

【とき】8月10日（日）午前8時30分開会
【ところ】二宮運動場前特設会場　　※雨天決行
　（真岡市堀込 1000 番地）
【参加資格】どろんこになれる男女で、遊び心と健康
　に自信のある方（1チーム5人、男女問わず補欠
　含め8人まで登録）
【チーム数】27チーム（応募者多数の場合は主催者選考）
【試合方法】ソフトバレーボールを基準とした大会特別ルール
【参加料】1チーム3,000円（当日徴収）
【持ち物】田植えたび等　※素足プレー禁止
【申し込み】参加申込書（市のホームページからダウ
　ンロード可）を下記まで郵送。7月 15日（火）必着。
【その他】どろんこフラッグレースも予定しています。
【主催】真岡市青少年クラブ協議会（4HC）

真岡市制施行 60周年記念事業真岡市制施行 60周年記念事業
真岡どろんこバレーボール大会2014真岡どろんこバレーボール大会2014

参加者募集参加者募集

　私立幼稚園の園児を対象とする補助金の申請を受
け付けます。申請書類は市内幼稚園を通して配布し
ます。市内に居住し、市外の幼稚園に通っている園
児の保護者の方で、申請書を受け取っていない方は、
学校教育課まで申し出てください。
　補助金の支給は、平成27年2月頃を予定しています。
【申し込み】申請書類に必要事項を記入し、在園する
　幼稚園へ7月18日（金）までに提出
■私立幼稚園就園奨励費補助金
【内容】 世帯の市民税所得割課税額の区分により保
　育料を補助
【対象者】 市内に住所がある園児で、「平成26年度途
　中に満３歳となる園児」、「平成26年 4月 1日現
　在で、満3歳、満4歳、満5歳となっている園児」
　を通園させている世帯
■私立幼稚園第３子以降保育料特別援助事業費補助金
【内容】世帯の市民税所得割課税額の区分により保
　育料を補助
【対象者】 市内に住所がある園児で、私立幼稚園へ第
　３子以降（私立幼稚園就園奨励費補助金の対象と
　なる園児）が在園している世帯
　※同時在園の条件はありません。
【問い合わせ】真岡市教育委員会 学校教育課学校教育係
　☎83-8181  FAX83-8080　

幼稚園幼稚園のの保育料保育料をを減免減免
SL C12 撮影会SL C12 撮影会

　SL C12を間近で撮影することができます。当日は
転車台付近での撮影も予定しています。
【とき】7月 12日（土）　午後 3時～ 5時
【ところ】真岡駅構内（受付：真岡駅西口付近）
【対象】30人　※事前申し込み必要【参加料】無料
【申込方法】現在受付中。参加者全員分の住所、氏名、
　代表者の連絡先を下記まで申し込み。
【申し込み・問い合わせ】
　真岡線ＳＬ運行協議会 ☎ 82-9151

真岡市制施行60周年記念事業・真岡市民会館自主事業真岡市制施行60周年記念事業・真岡市民会館自主事業
週末よしもと 真岡 お笑いまつり！週末よしもと 真岡 お笑いまつり！

　博多華丸大吉やロバート、アジアン等が出演します。
【とき】9月 27日（土）
　午後 6時 30分開演　6時開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定前売り券：3,800円、当日券4,300円
　※当日券は前売りで完売しなかった場合にのみ販売
　※５歳以上有料、４歳以下膝上無料、席が必要な場合有料
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
　※購入されたチケットの払い戻しは不可
【チケット発売日】
■一般発売 7月19日（土）午前9時から（初日は１
　人６枚まで）300席　※市民会館の電話予約は午
　後１時から（先着順のため、電話予約開始前に売り
　切れる場合あり）
■先行発売 7月17日（木）午前９時から（市民会館
　窓口販売のみ）130席　※真岡市芸術鑑賞会会員限
　定（会員１人につき２枚まで）座席はスタッフで指定。
　（後ろの席になる場合あり）
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎ 83-7731
　ｻﾝﾗｲｽﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ東京☎ 0570-00-3337
　ｻﾝﾗｲｽﾞｵﾝﾗｲﾝ http://www.sunrisetokyo.com/
　チケットぴあ ☎0570-02-9999（Pコード437-939）
　ローソンチケット☎0570-084-003（Lコード37574）
　イープラスhttp://eplus.jp/

【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡と
いった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺
族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付すること
が困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予とな
る「保険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付
猶予制度」がありますので、下記で手続きをしてく
ださい。申請書は窓口に備えつけてあります。
　また、平成26年4月から法律が改正されて、2年
1カ月前の月分まで遡及して免除申請をすることが
できるようになりました。失業等により保険料を納
付することが経済的に困難になったものの、申請を
忘れていたために未納期間を有している方等は、一
度、下記または年金事務所へご相談ください。
【受付開始日】7月1日から
【対象期間】平成26年7月分から平成27年6月分まで
【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

国民年金保険料免除等の申請国民年金保険料免除等の申請
平成26年度分平成26年度分をを受付開始受付開始

写真展「60年の歩み」写真募集写真展「60年の歩み」写真募集

＜募集概要＞   
【テーマ】真岡市（旧二宮町含む）の60年の歩みや歴史、
　市の発展を振り返ることができるもの。
【サイズ等】指定なし。複写後A3サイズで掲示。
【募集点数】100点（100 点を越えた場合は選考）
【応募】9月 1日（月）まで（必着）。下記まで持参・
　郵送・Eメールで応募。
【応募上の注意】応募写真１点ごとに裏面へ応募票（下
　記係窓口または市役所本庁舎総合案内に用意、ホーム
　ページでダウンロードできます）を貼り付け。（電子デー
　タの場合は、ファイル名を明記して別添）
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　真岡市総務部秘書課広報広聴係　☎83-8100

　市制施行60周年を記念して「60年の歩み」写真
展を実施します。皆さんの家庭に眠っている真岡市の
60年の歩みを物語る写真を募集します。皆さんの写
真で、真岡市の60年の歩みを振り返りましょう。
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