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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
第 31 回真岡井頭マラソン大会第 31 回真岡井頭マラソン大会
参加者募集参加者募集

【同時開催】ねんりんピック栃木2014マラソン交流大会【同時開催】ねんりんピック栃木2014マラソン交流大会
【とき】10月5日（日）※雨天決行（荒天中止）
　開会式 : 午前 8時 30分から
【ところ】井頭公園および周辺道路
【種目・参加費】◇親子（2km、親または祖父母と小
　学 1～ 4年生） 1 組 2,000 円 ◇小学 5・6年生男女
　別（2km）・中学生男女別（5km）1,000 円 ◇一般
　（高校生以上）年代別・男女別（5km・10km）2,500
　円 ◇一般（60歳以上）男女別（3km）2,500円
【申込期間】現在受付中。8 月 11 日（月）まで
　（申込期間中に参加料の支払を完了してください）
　①郵便局での振り込み、または大会事務局（総合
　体育館）へ直接申し込み ②インターネットによ
　る照会・申し込み《照会》テクノプランhttp://
　www.tecnoplan.co.jp《申し込み》スポーツエン
　トリーhttp://www.sportsentry.ne.jp ③専用用紙
　による FAX 申し込み FAX0120-37-8434（24
　時間可。8/11 は 17:30 まで）④電話申し込み☎
　0570-550-846（平日の 10:00 ～ 17:30）
【問い合わせ】ボランティアスタッフについて…真岡井頭マラソ
　ン大会実行委員会（総合体育館内）☎84-2811 FAX84-6258
　申し込みについて…エントリーセンター（テクノプラン）
　☎048-778-5880（平日：9:00～18:00）

東野交通㈱☎ 82-2151
★ 7月26 日（土）　12:00 ～ 22:00
　①真岡⇔石法寺⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　②真岡⇔一万人プール⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　③真岡⇔日赤 ･ 石法寺⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　④真岡⇔亀山⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　⑤真岡⇔水橋⇔宇都宮（保健所前～う回～中の宿十字路）
　⑥真岡⇔ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ⇔雀宮駅東口（真岡駅西口～う回～若色）
　【う回対象バス停留所】　中の宿、真岡市役所前、荒町、田町、台町、
　　常盤橋、真岡女子高前、芳賀赤十字病院前、日赤入口、真岡
　　駅前、荒町二、泉町、荒町三、真岡東小学校、東光寺、東郷
　【う回時間帯に利用できる停留所】①～④高寺下、中の宿
　　十字路、⑤保健所前、中の宿十字路、⑥真岡駅西口、若色
★ 7月27 日（日）　16:30 ～21:30
　中の宿⇔（あさひ橋～ 294号線）⇔三本木
　【う回対象バス停留所】中の宿十字路、駒塚、大前神社前

【日程および交通規制・施設等の臨時休館】

急患センターは 7/26（土）・28（月）休診
花火大会に伴い休診となりますが、下記の病院が対
応しますので、受診が必要な場合はご利用ください。
【対応医療機関】真岡病院（真岡市荒町 3-45-16）
☎ 0285-84-6311※診療時間は 18:30 ～ 21:30

※歩行中の喫煙はご遠慮ください。
※ごみの持ち帰りにご協力ください。
※花火大会の場所取りについて
　・五行川河川敷は 7 月 25 日（金）18:00まで禁止
　・市役所東側道路歩道は 7月26日（土）15:00まで禁止

 ７月25 日（金）７月25 日（金）  
出御祭・宮出し（大前神社）　
町会渡し（大前神社～お旅所） 
荒神大燈渡御（荒町・田町）

 9:00 ～
10:00 ～
18:00 ～ 

 ７月26 日（土）７月26 日（土）　※花火大会は荒天時 28日（月）に延期
お祭り広場（お旅所～市役所方面）
　／子ども・中学生・地域各みこし
　／山車・屋台ぶっつけ（お祭り広場） 
市制施行 60周年記念イベント
（真岡駅入口交差点～真岡小南歩道橋付近）
みこし川渡御（市役所東五行川）
花火大会（市役所東側）
本社お旅所入り（田町交差点～お旅所） 

13:10～
14:00～
15:00～
14:00～

18:20～
19:20～
21:20～

 ７月27 日（日）７月27 日（日）
還御祭
町会渡し（各町会～駒塚歩道橋） 
宮入り献灯（駒塚歩道橋～大前神社）
　／太鼓の競演・山車の運行・火祭り
　／手筒花火（大前神社南側御橋）
終了奉告祭（大前神社）

12:30～
13:20～
17:00～

20:30～

【問い合わせ】商工観光課観光係  ☎ 0285-83-8135 FAX0285-83-0199 ／真岡市物産会館  ☎ 0285-82-7205

関東自動車㈱☎ 028-634-8133
★ 7月26 日（土）　12:00 ～終日
　【う回対象バス停留所】荒町、市役所前、田町、台町、
　　日赤入口、真岡駅前、真岡駅入口
　【う回時間帯に利用できる停留所】真岡車庫、高寺下

路線バスう回

真岡の
　　夏まつり　　夏まつり
周辺施設の臨時休館・立ち入り禁止区域
★ 7月 26 日（土）
　交通規制 12：00 から開始（右図　　部分）
　※一部区間の交通規制が、昨年より1時間早く開始
　　します。
　大花火大会に伴い、右図の赤斜線内（市役所東側）にある
総合体育館、市民会館、公民館、図書館、青年女性会館、ス
ポーツ交流館は休館です。なお、駐車場も終日駐車禁止です。
★ 7月 27 日（日）18:30 ～ 20:30
　手筒花火に伴い、右図★（御橋）は上記の時間立ち
入り禁止です。
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市制施行60周年
イベント

　　　 　26日 12:00 ～ 22:00　　　 　26日 12:00 ～ 22:00
　　　 　26日 12:00 ～ 18:00　　　 　26日 12:00 ～ 18:00  
　　　 　　 　26日 12:00 ～ 18:3026 日 12:00 ～ 18:30

　　　 　26日 15:00 ～ 22:00　　　 　26日 15:00 ～ 22:00
　　　 　26日 18:00 ～ 22:00　　　 　26日 18:00 ～ 22:00
　　　 　27日 16:30 ～ 21:30　　　 　27日 16:30 ～ 21:30

久保記念観光文化交流館「観光物産館」久保記念観光文化交流館「観光物産館」
委託販売商品募集中委託販売商品募集中

　平成26年10月オープン予定の久保記念観光文化交
流館「観光物産館」での委託販売商品を募集しています。
【店舗面積】60.5 ㎡　
【営業時間】午前 9時～午後 6時（予定）
【休館日】火曜日、年末年始
　※詳細は下記へお問い合わせください。　
【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎ 83-8135 
　ホームページ http://www.moka-kankou.org/

平成27年度平成27年度 真岡市職員募集真岡市職員募集
◇職種および受験資格
職種職種 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格

一般
事務

19人
程度

昭和 60 年 4 月 2 日以降に生まれた方
で、高等学校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）

土木
建築
事務

若干名

昭和60年4月2日以降に生まれた方で、
高等学校卒業以上の学歴を有し、土木課
程、または建築課程を履修して卒業した
方（平成27年3月卒業見込みの方を含む）

保育士

3人
程度

平成2年4月2日以降に生まれた方で、保
育士の資格を有する方、または平成27年3
月末日までに当該資格を取得する見込みの方

保育士
(社会
人枠)

昭和55年4月2日から平成2年4月1日
までに生まれた方で、保育士の資格を有し、
保育園、幼稚園等で保育業務の実務経験が3
年以上ある方（平成27年3月末日までに3
年になる方を含む）

※ただし、日本国籍を有しない方、地方公務員法第16
　条（欠格条項）に該当する方は受験できません。
◇試験案内の配布
　　総務課（本庁舎2階）または二宮支所で案内を配布
　します。市ホームページからも印刷できます。案内
　を郵送で請求する場合は、あて先明記の返信用封筒
　（A4･角2サイズで120円切手を貼付）を同封し、下
　記まで請求してください。
◇受験申し込み方法
　　案内に添付してある採用試験申込書に必要事項を
　記入し、8月11日（月）までに下記へ提出してください。
◇試験方法
　■１次試験：筆記試験・適性検査
　　【とき】9月21日（日）　【ところ】真岡高等学校
　■２次試験：作文・集団討論・面接試験（１次試験
　　合格者のみ）
【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課人事給与係
　☎ 83-8099　FAX82-1065

真岡市制施行 60 周年記念真岡市制施行 60 周年記念
第 31 回真岡井頭マラソン大会第 31 回真岡井頭マラソン大会
ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集

　平成26年10月5日（日）に開催する「第31回真
岡井頭マラソン大会（同時開催：ねんりんピック栃木
2014マラソン交流大会）」のボランティアスタッフを
募集しています。
【対象】高校生以上の方（性別・年齢不問）
【内容】集計、給水の手伝いなど
【申し込み】8月8日（金）までに下記へ申し込みください。

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの皆さまへ

8月8月からから新しい保険証新しい保険証になりますになります
　現在お使いの保険証の有効期限は、7月31日まで
です。8月から使用する新しい保険証は、7月下旬に
郵送します。
※ただし保険料の未納がある方は、別の取り扱い
　となりますので、保険料の納め忘れがある場合に
　は、速やかに納付されるようお願いします。

平成 26年度
限度額適用・標準負担額減額認定証について
　世帯の全員が住民税非課税の場合は、診療を受け
る際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医
療機関に提示することで、医療費の支払いが一定額
にとどまります。また、入院時の食事代も減額にな
ります。該当する方は、下記にて申請してください。
適用は申請された月の初日からとなります。
　なお、過去に認定証の交付を受けたことがあり、
平成 26年度の負担区分が低所得区分に該当する方
については、新しい認定証を保険証に同封して送付
しますので、申請は不要です。
※世帯全員の住民税非課税が確認できない方は、
別の取り扱いとなります。
 【問い合わせ】国保年金課高齢者医療係 ☎ 83-8593 
　二宮支所福祉国保窓口係☎ 74-5004  

栃木ＳＣ栃木ＳＣ
親子サッカー教室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】現在受付中。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。
【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

第 57回 舞踊発表会第 57 回 舞踊発表会
　華やかで気品のある日本舞踊を披露します。ぜひ
ご覧ください。
【とき】8月 3日（日）午前 10時開演
　（30分前開場）
【ところ】市民会館 大ホール  
【入場料】無料　【主催】真岡日本舞踊会
【問い合わせ】文化課　☎ 83-7731 FAX83-4070

7/25 ～ 7/277/25 ～ 7/27


