
もおかもおか
Weekly News

真岡市総務部秘書課広報広聴係 編集
☎0285-83-8100  Fax0285-83-5896

平成26年

10月17日発行

第2491 号

 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

　受付期間を12月25日（木）まで延長します。申
請がお済みでない方は、期間内の申請をお願いします。
■臨時福祉給付金窓口　☎ 81-3500
　教育委員会棟1階会議室（10月 31日まで）
　※11月４日（火）以降、市役所1階会議室に変更
■子育て世帯臨時特例給付金窓口　☎ 81-3737
　建設部棟1階会議室（10月 28日まで）
　※10月 29日（水）以降、児童家庭課窓口へ変更

臨時福祉給付金臨時福祉給付金
子育て世帯臨時特例給付金の子育て世帯臨時特例給付金の
申請期間 12/25（木）まで延長申請期間 12/25（木）まで延長

「普通救命講習会」「普通救命講習会」受講者募集受講者募集
【とき】11月 9日（日）午前９時～正午
【ところ】総合福祉保健センター
【募集人数】普通救命講習・再講習合わせて 30人
　※定員になり次第受付終了
【内容】ＡＥＤ（電気ショック）を用いた心肺蘇生
　法など救命に必要な応急手当の知識と技術を学び
　ます。受講後、修了証を交付します。
【申し込み・問い合わせ】
　真岡消防署救急係　☎82-1029　FAX83-3764

110 月 23 日（木）オープン0月 23 日（木）オープン
久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
　久保記念観光文化交流館は、観光案内所や美術品
展示館、レストラン、観光
物産館など真岡の魅力がぎ
っしり詰まった施設です。
　10月 23日（木）、午後
2時から一般公開されます。
■■　　施設内容　施設内容　■■
・久保記念館：9:00 ～ 18:00
　観光インフォメーション、木綿展示室、観光サ
　ロン、久保資料室（2階・無料）
・観光案内所：9:00 ～ 18:00
　観光スポット・イベントなどの情報発信
・観光物産館：9:00～18:00　特産品・物産品の販売
・美術品展示館：9:00 ～ 18:00　入館無料
　瑛九、靉嘔、池田満寿夫などの美術品の展示
・観光まちづくりセンター：9:00 ～ 22:00
　観光まちづくりの団体等の活動拠点　
■■　　休館日　休館日　■■
　火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始　火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
■Trattoria COCORO（ﾄﾗｯﾄﾘｱｺｺﾛ）」（10/29オープン）
　レストラン：ランチ 11:30 ～ 14:00（平日）
　　　　　　　　　　 11:30 ～ 14:30（土日祝日）
　　　　　　   ディナー 17:00 ～
　カフェ：10:30 ～ 17:00
　定休日：火曜日（終日）、水曜日（ランチ）

真岡市制施行60周年記念・真岡市民会館真岡市制施行60周年記念・真岡市民会館
リニューアルオープン記念リニューアルオープン記念

ＮＨＫ「ＢＳ日本のうた」ＮＨＫ「ＢＳ日本のうた」
公開収録の実施公開収録の実施

　時代を超えて愛されている日本の名曲の数々をゲ
スト歌手の共演でお届けします。
【とき】12月 11日（木）【とき】12月 11日（木）
　午後 6時開場　午後 6時 40分開演　午後 6時開場　午後 6時 40分開演
【ところ】真岡市民会館　大ホール【ところ】真岡市民会館　大ホール
【出演】市川由紀乃、森山愛子、山本譲二 ほか【出演】市川由紀乃、森山愛子、山本譲二 ほか
【申し込み】観覧は無料ですが、入場整理券が必要【申し込み】観覧は無料ですが、入場整理券が必要
　です。郵便往復はがきに次の事項を記入し、下記　です。郵便往復はがきに次の事項を記入し、下記
　宛て先まで申し込みください。　宛て先まで申し込みください。（１枚で２名様ま（１枚で２名様ま
　で入場可）　で入場可）
　〈宛て先〉〒321-4395真岡市役所企画課「ＮＨＫ　〈宛て先〉〒321-4395真岡市役所企画課「ＮＨＫ
　　ＢＳ日本のうた」係　　ＢＳ日本のうた」係
　＜往信用裏面＞郵便番号、住所、名前、電話番号　＜往信用裏面＞郵便番号、住所、名前、電話番号
　＜返信用表面＞郵便番号、住所、名前　＜返信用表面＞郵便番号、住所、名前
【締め切り】11月 12日（水）必着【締め切り】11月 12日（水）必着
※応募多数の場合は抽選のうえ、入場整理券をお※応募多数の場合は抽選のうえ、入場整理券をお
　送りします。　送りします。
※郵便往復はがき以外でのご応募や、記入に不備※郵便往復はがき以外でのご応募や、記入に不備
　があった場合は無効となります。　があった場合は無効となります。
【申し込み・問い合わせ】企画課企画調整係
　☎ 83-8102　FAX83-5896

11/28 11/28 締め切り締め切り  平成27年度 平成27年度 保育所・認定こども園保育所・認定こども園のの入所申込を受付中！入所申込を受付中！

【入所要件】家族が働いている場合や、
　病気などで昼間保育ができない家庭
　の0～5歳児 
【保育料】前年所得税額、前年度市民
　税課税状況および児童の年齢で決
　定します。
　《保育料最高額》平成 26年度現在
　・3歳未満児…65,000 円
　・3歳児………34,000 円
　・4歳以上児…28,000 円
※認定こども園も
　保育所と同じ

≪保育所≫
保育所（園）名 所在地 電話番号 公私 開所時間
真 岡 保 育 所 台町 2823-1 82-2200

公 

立 7:30 ～ 19:00西 田 井 保 育 所 西田井 1528-2 83-1043
中 村 保 育 所 長田 591 82-4003
物 部 保 育 所 物井 748-2 75-0305
西 真 岡 保 育 園 熊倉 1丁目 14-3 84-1313

私 

立

7:00 ～ 20:00
真岡めばえ保育園 八木岡 250-1 82-3955 7:00 ～ 20:00
萌 丘 東 保 育 園 東郷 390 82-1437 7:00 ～ 19:00
西真岡第二保育園 伊勢崎 438-1 80-1760 7:00 ～ 19:00
にのみや保育園 久下田西 1丁目 1 73-2200 7:00 ～ 19:00
真岡あおぞら保育園 長田 1315-6 82-5347 7:00 ～ 20:00
≪認定こども園≫
（認）いちごの杜保育園 東大島 1081 81-0515 私立 7:00 ～ 20:00

【申込期限】11 月 28 日（金）※申込期間終了後も随時受け付けます。
【申込方法】児童家庭課または二宮支所、各保育所（園）に用意して
　ある所定の申込用紙に記入し、必要書類を添付して児童家庭課保
　育係に提出してください。
　※認定こども園は、施設に直接申し込みください。

　来年度の保育所入所の申し込みを受
け付けています。期間中に必ず申し込
みください。

 【問い合わせ】児童家庭課保育係 
　☎ 83-8035 FAX 82-2340

【問い合わせ】水道課庶務係 ☎83-8167 FAX84-7512

　計量法の規定に基づき、今年度に 8年間の検定
期間が満了となる水道メーターの交換を行います。
【期間】11月 5日（水）まで
【対象】メーターふた裏側が下図のもの　
【その他】交換は市指定給水
　装置工事事業者が、該当と
　なるお宅に直接伺います。
※費用は無料ですが、水道メー
　ターの交換中は、約 10分間程度水道が使えなく
　なります。留守の場合でも交換することがありま
　すのでご了承ください。
●メーター交換は無料です。交換業者を装った悪質
　な訪問販売にはご注意ください。
●交換業者は、市で発行した証明証を提示します。
●交換および検針に支障をきたしますので、メーター
　ボックスの上に物を置いたり、近くに犬などをつ
　ながないようお願いします。

水道メーター交換実施中水道メーター交換実施中

26.4

水道メーターふた裏側

～ 27.3
10月は3R（ごみ減量･再利用･再資源化）推進月間です10月は3R（ごみ減量･再利用･再資源化）推進月間です

マイ・バッグ･キャンペーンマイ・バッグ･キャンペーンを実施しますを実施します
　買い物にはマイ・バッグを持参して、レジ袋の
利用を少なくし、過剰な包装は辞退するなどして、
ごみを減らしましょう。

【問い合わせ】　環境課ごみ減量係　☎ 83-8692

　「マイ・バッグ」使用のマナー　
■買い物中は折りたたんでおきましょう。
■買う物は、お店の備え付けの買い物かごに入れま
　しょう。
■レジを通ってからマイ・バッグを使いましょう。
■お店の買い物かごは決められた場所に戻しましょう。

物部地区防災避難訓練実施物部地区防災避難訓練実施
　さまざまな防災イベント（体験等）も行います。　さまざまな防災イベント（体験等）も行います。
皆さまの積極的なご参加をお願いします。皆さまの積極的なご参加をお願いします。
【とき】10月 25日（土） 小雨決行・荒天中止 【とき】10月 25日（土） 小雨決行・荒天中止 
　午前 8時 30分～11時10分（予定）　午前 8時 30分～11時10分（予定）
【ところ】物部小学校【ところ】物部小学校
【訓練内容】自主防災組織による救出救護および初【訓練内容】自主防災組織による救出救護および初
　期消火訓練 など　期消火訓練 など
【防災イベント】はしご車試乗（小学生以上）、煙ハウス、【防災イベント】はしご車試乗（小学生以上）、煙ハウス、
　起震車、　起震車、AEDの取り扱い、非常食体験、消防団
　操法実演 など
【問い合わせ】安全安心課 ☎ 83-8396 FAX83-8392

ふるさとの魅力再発見！とちぎブランド大集合！ふるさとの魅力再発見！とちぎブランド大集合！
とちぎ“食と農”ふれあいフェア2014とちぎ“食と農”ふれあいフェア2014
　各市町自慢の地域ブランドの展示・試食・販売、
とちぎ牛の豪快焼き（25日のみ）、地域のこだわり
のそばや釜戸炊きご飯の提供（26日のみ）、6次産
業化成果品の展示・販売等のほか、食育
に関する情報発信等も行います。
【とき】10月 25日（土）・26日（日）
　午前 10時～午後 4時
【ところ】栃木県庁および周辺施設【参加料】無料
【問い合わせ】とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会
　☎028-623-2333 　FAX 028-623-2337
　農政課農政係　☎83-8137 FAX 83-6208

真岡市指定ごみ袋真岡市指定ごみ袋以外以外で出された
もえるごみは収集しませんもえるごみは収集しません
　最近、右の真岡市指定ごみ袋以外の黄
色のレジ袋に入ったごみがもえるごみと
して出されている事例が見られます。
　このようなごみは収集しませんので、必
ず真岡市指定のごみ袋で出してください。

【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126

平成 26年度 第 2回平成 26 年度 第 2回
市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集

【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係 ☎ 83-8694

募
集
部
屋

住宅名 間取り 戸数 その他

三ノ宮住宅 2DK
3DK

1戸
1戸

内優先部屋
3戸

東郷住宅 3LDK 4戸
高間木住宅 3DK 2戸
さくら住宅 3DK 2戸

※優先部屋の対象となる世帯は、ひとり親世帯、犯罪被害
　者世帯、多数回落選世帯、障がい者世帯、高齢者世帯です。
【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類をそろえて下記へ申し込みください。
　※応募多数の場合は抽選となります。

【受付期間】10月 10日（金）～ 10月 24日（金）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分

【お知らせ】「真岡市内放射線量等測定結果」は、紙
面の都合によりお休みさせていただきます。なお、
市のホームページでは随時公開しています。

【問い合わせ】真岡市観光協会　☎ 83-8135  　　
　10/23（木）～　☎ 82-2012
　〒 321-4305 真岡市荒町 1105 番地 1

　久保記念観光文化交流館オープンに併せ、もおか観
光コンシェルジュがいよいよ本格的活動を開始します。
事前予約で下記コースをご案内します。
【ガイドツアー開始日】10 月 27日（月）から
　※10/27（月）以降の事前予約を受け付けています。
【ガイドコース】内容充実の全 6コース
　・スポットガイド（SLミュージアム・専修寺）
　・真岡城跡コース　・真岡伝承ふれあいツアー
　・文化財巡りコース　・門前今昔ツアー
　・SLのはしるまち、もおかツアー・大前神社コース
※ 10/25（土）･26（日）は、久保記念観光文化交
　流館オープンニングイベントとして、もおか観光
　コンシェルジュガイドを随時受付いたします。
【予約方法】下記までお電話ください。

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
ガイドガイド  予約受付中予約受付中

「パンフレットが届いてませんか」「必ず儲かる」「パンフレットが届いてませんか」「必ず儲かる」
それって…詐欺じゃない !？それって…詐欺じゃない !？

　「パンフレットが届いてませんか」と知らない人か「パンフレットが届いてませんか」と知らない人か
ら電話。その後、「必ず儲かる」や「名義を貸してくれ」ら電話。その後、「必ず儲かる」や「名義を貸してくれ」
などと言い、未公開株、社債等を勧めてなどと言い、未公開株、社債等を勧めて
きます。毎日不審な電話が確認されてきます。毎日不審な電話が確認されて
います。います。
　　「今だけ　ここだけ　あなただけ　「今だけ　ここだけ　あなただけ　
　　そのセリフって詐欺じゃない？」　　そのセリフって詐欺じゃない？」
【問い合わせ】
安全安心課 ☎ 83-8394 真岡警察署☎ 84-0110


