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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

【期間】9月 21日（日）～9月 30日（火）
【運動の基本】子どもと高齢者の交通事故防止
【運動の重点】①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
　乗用中の交通事故防止（特に反射材用品等の着用
　の推進および自転車前照灯の点灯の徹底）
　②全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
　の正しい着用の徹底　③飲酒運転の根絶
【問い合わせ】安全安心課交通安全係 ☎ 83-8110

マナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役です
秋の交通安全県民総ぐるみ運動秋の交通安全県民総ぐるみ運動

新制度に移行予定の幼稚園や保育所等の利用をお考えの方
平成27年度保育所等申し込み開始　申込期間：10/1～11/28平成27年度保育所等申し込み開始　申込期間：10/1～11/28

あなたの意見を聞かせてくださいあなたの意見を聞かせてください
市民フォーラム開催市民フォーラム開催

　現在、平成 27年度から 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・ご提案をお聴きし、
計画に反映させるため「市民フォーラム」を開催し
ます。多くの方々のご出席をお待ちしてます。
【とき】9月29日（月）午後6時30分～8時
【ところ】青年女性会館２階　ホール  
【内容】①基調講演：講師　井田 隆一 市長
　②意見交換：参加者から意見・提言を受ける
【問い合わせ】企画課企画調整係 ☎ 83-8102

幼稚園を通じて市か
ら認定証（１号認定）
を受領

幼稚園等幼稚園等
とと
契約契約
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① ②幼稚園から
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・利用申請書・認定申込書
（9月末から保育所・支所等で配布）
市役所児童家庭課へ提出

① ②市から認定証（２号・
３号認定）を受領

保育所等に
入所の内定③ ④

■申込方法
　幼稚園等を希望する方は、幼稚園等へ申し込みください。認定申請書（用紙は事前に幼稚園に配布）も幼稚園
に提出してください。保育所等を希望する方は、所定の利用申込用紙（認定申請を兼ねたもの）に必要書類を添
付し、下記へ提出してください。新制度に移行する予定の幼稚園については各幼稚園に問い合わせください。

【申し込み・問い合わせ】児童家庭課保育係 ☎ 83-8035　FAX82-2340

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
◆ 保育士　2名
【勤務場所】市内保育所
【勤務期間】採用日～平成27年 3月 31日（更新の
　可能性あり）※14日間を試用期間とする。
【勤務時間】午前 7時 30分～午後 6時のうち 7時
　間 30分（早出・遅出勤務あり）
【賃金等】日額 7,520 円、通勤手当 2㎞以上該当、
　健康保険、厚生年金、雇用保険加入
◆ 保育士　１名（土曜日のみ勤務）
【勤務場所】真岡保育所
【勤務期間】採用日～平成27年 3月 31日（更新の
　可能性あり）　【勤務日】土曜日のみ
【勤務時間】午前 7時 30分～午後 7時のうち 7時
　間 30分（早出・遅出勤務あり）
【賃金等】日額 7,520 円、通勤手当 2㎞以上該当
◆共通事項
【応募条件】保育士の資格を有する方
【選考方法】面接により選考
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前に
　ご連絡の上、保育士証を添えて下記まで本人が直接
　提出してください。
【申し込み・問い合わせ】受付時間 9:00 ～ 17:00
　総務課人事給与係 ☎ 83-8099

真岡市制施行60周年記念アイデア事業 真岡市制施行60周年記念アイデア事業 
タイムカプセル事業タイムカプセル事業

10年後10年後のの大切な人大切な人にに手紙手紙を送りませんかを送りませんか
　自分や家族、大切な人に宛てたメッセージや夢な
どを書いた手紙を募集し、タイムカプセルに入れ、
市で大切に保存し、10 年後の平成 36 年度（市制
施行 70周年）に郵送いたします。
【申込方法】
　①手紙の場合
　　「タイムカプセル事業専用封筒（長形3号）」ま
　たは「市販の封筒」に手紙等を入れ封印後、油性
　ボールペン（鉛筆不可）で必要事項を記入し、所
　定の切手（25ｇ以内 82円、50ｇ以内 92円）　
　を貼り、生涯学習課（市公民館内）まで提出して
　ください。
　　「タイムカプセル事業専用封筒」を使用する場
　合は、生涯学習課、市公民館各分館で 10月 1日
　（水）から配布します。
　②はがきの場合
　　「官製はがき」または「私製はがき」に必要事項
　とメッセージを記入し、生涯学習課（市公民館内）
　まで提出してください。なお、「私製はがき」の場合は、
　所定の切手（通常はがき52円）を貼ってください。
　③必要事項の記入方法
　　記入例（「封筒」または「はがき」）

　　〒■■■ -■■■■
　　　　　送りたい人の住所
　　　　　　送りたい人の名前　　様
　　　　　　　　　　　　送る人の住所　　
　　　切手　　　　　　　　　　送る人の名前　より

　④生涯学習課（市公民館）へ郵送で提出する場合
　　①②③で作成した「封筒」または「はがき」を
　外封筒（市販の封筒）に入れ、所定の切手を貼り、
　下記まで郵送してください。
【受付期間】10月 1日（水）～ 12月 26日（金）
【応募資格】どなたでも応募可能です。宛先は本人・
　家族・友人等市内外を問いません。また、一人で
　何通でも応募できます。
【受け取り方法】お預かりした「封筒」または「はがき」
　は、市で保管し、10年後に宛名先に郵送します。
　郵送時に郵送料金改定等があった場合には、不足
　分は市が負担します。
【注意事項】①封筒に入りきらないもの、封筒の形
　を著しく変えるものは受付できません。
　②封筒の提出の場合は、必ず糊付けにより封をし
　　てください。
　③10年後に転居などにより宛先が不明の場合は、
　郵送されないことがあります。郵送されなかった
　場合は、生涯学習課へ問い合せください。　　

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　
　☎ 82-7151　FAX83-4070
【送付先】〒321-4305　真岡市荒町1201番地
　真岡市生涯学習課タイムカプセル係

　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】9月 21日（日）午後 1時～ 4時
【ところ・内容・開始時間・定員・料金等】

般若寺本堂
◆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
◆フラ体験教室・ハワイアンバッグチャーム作り　　

（カ・レイ・ロケラニ）
　〈時間〉午後1時から：バッグチャーム作り：随時受付
   　      午後2時から：フラ体験教室：随時受付
　〈料金〉500円から

般若寺境内特設テント
◆リラクゼーション（リフレッシュ花）
　〈時間〉午後1時から：随時受付　〈料金〉500円

真岡木綿会館内  ☎ 83-2560
◆機織り体験（コースター作り）　※前日までに要予約
　〈時間〉午前10時から　〈料金〉500円（イベント価格）

　　　　　　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

ご協力くださいご協力ください
基本チェックリスト調査基本チェックリスト調査

　運動機能や生活能力など、心身機能の低下の有無
を判断することを目的に、基本チェックリスト調査
を実施します。対象の方にはご自宅に調査票を郵送
します。ご記入の上、期日までにご返送ください。
【返信締切】10月 3日（金）まで
【問い合わせ】福祉課地域支援係 ☎83-8132　FAX83-6335

ボート池

井頭温泉

上大和田
集落センター

一万人プール

国道 121 号線

10月5 日（日）
午前9時 30分～午後 0時30分
赤線のコースの一部を規制します。

【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258

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（同時開催：ねんり第 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）に伴うんピック栃木 2014 マラソン交流大会）に伴う

交通規制交通規制ににご協力くださいご協力ください

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 
友好都市台湾斗六市民族舞踊団友好都市台湾斗六市民族舞踊団

張 月珍 舞踊団 真岡特別公演張 月珍 舞踊団 真岡特別公演
【とき】11月 2日（日）
　午後 5時 30分開演（5時開場）
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席自由：2,000円
　※５歳以上有料、４歳以下膝上無料、
　　席が必要な場合有料
【チケット発売】
　現在プレイガイドで発売中
【プレイガイド】
　■市民会館 (文化課 ) 窓口☎ 83-7731（8:30 ～
　17:15）■㈲暮田商会☎ 82-2611 ■金子電機真
　岡店☎ 82-1200 ■㈲えびはら☎ 74-0075　　

【問い合わせ】学校教育課  ☎83-8180  FAX83-8080
　（土・日・祝日休み）
　市民会館（文化課）☎ 83-7731 FAX83-4070
　（日・月・祝日休み）

第 3回第 3回  歴史教室開催歴史教室開催（最終回）（最終回）
　今年度のテーマ「二宮尊徳」の最終回です。参加は　今年度のテーマ「二宮尊徳」の最終回です。参加は
自由ですので、ぜひご参加ください。自由ですので、ぜひご参加ください。
【とき】9月20日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール【参加料】無料
【講師】元今市市教育委員会教育長　木村 浩 氏
【演題】「二宮尊徳・尊行と日光仕法」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。
【その他】今年度は、第 3回をもって最終回となり
　ます。皆勤賞（賞状のみ）を配布します。

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070


