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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

市制施行 60周年記念事業市制施行 60周年記念事業

「もおか人・夢・未来フェスタ」「もおか人・夢・未来フェスタ」開催開催
【とき】11月 1日（土）午前 9時 30 分～午後 3時11 月 1日（土）午前 9時 30 分～午後 3時　　
【ところ】真岡市民公園【ところ】真岡市民公園

一日楽しめる！ステージイベント（観覧無料）一日楽しめる！ステージイベント（観覧無料）
  9:30　尊徳太鼓保存会　オープニング演奏
10:00　真岡ミュージカル
10:30　とちおとめ 25ライブ
11:00　大川あけみコンサート
11:30　上野真史（まふみ）コンサート
12:00　大日堂獅子舞
12:20　ダンスパフォーマンスコンテスト
14:00　朝倉さやライブ
14:40　グルメグランプリ発表
　　　　エンディング（サンバチーム「絆」） 【問い合わせ】　企画課企画調整係  ☎ 83-8102  

　「いつ来ても、誰が来ても楽しめる！」がコンセプトのイベントです。真岡の魅力
を発見・発信しましょう。ぜひお越しください。
　当日は、人・夢・未来フェスタ会場・久保記念観光文化交流館（木綿会館）・SL
キューロク館を結ぶ無料周遊バスを運行します。

毎日たくさんの不審電話毎日たくさんの不審電話がが
真岡市内真岡市内でで確認確認されていますされています
　市役所職員などを装い「保険金の還付がある」
「医療費の戻りがある」などの誘い文句で、
電話をかけてきます。相手に教えられた
番号にかけ直すのではなく、電話帳で
自分で調べて市役所等に連絡し、内容
を確認しましょう。被害防止の第一歩です。
【問い合わせ】
安全安心課 ☎ 83-8394 真岡警察署☎ 84-0110

地域対抗！グルメグランプリエントリー団体地域対抗！グルメグランプリエントリー団体
■■旭町そば会 ■寿町（荒町1区） ■桜町公民館
■鷲巣なかよし会

グルメ・物販・団体ＰＲブース出展グルメ・物販・団体ＰＲブース出展
50 を超えるブースが会場を盛り上げます。

無料配布もあります
・・ロゴマーク入り風船（先着 500 人）
・ヤマモモの苗木（先着 200 人）

500㎡以上の埋め立て500㎡以上の埋め立て（盛土）、（盛土）、
一時たい積一時たい積はは許可許可がが必要です必要です
　土砂等の埋め立て等による土壌の汚染や災害の発
生を防止するため、500 ㎡以上 3,000 ㎡未満の埋
め立て（盛土）を行う場合や、土砂等を一時たい積
する場合は、市の条例により許可が必要となります。
埋め立てを行う場合は、事前に相談してください。
　なお、3,000㎡以上の埋め立て（盛土）、一時たい
積を行う場合は、県の条例の許可が必要になります。
【問い合わせ】環境課公害対策係 ☎ 83-8127

真岡市制施行60周年記念真岡市制施行60周年記念
真岡市民会館リニューアルオープン記念真岡市民会館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
スト歌手の競演でお届けします。
【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】秋元順子、夏川りみ、山本譲二 ほか（五十音順）【出演】秋元順子、夏川りみ、山本譲二 ほか（五十音順）
【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）
　＜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
　〈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
【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

真岡市融資制度真岡市融資制度ののご案内ご案内
※下記の制度資金以外にも用途に応じた各種制度資金を用意しておりますので、お気軽にお問い合せくだ
さい。条件　など詳細については市のホームページでご確認ください。
制度名 用　途 限度額 返済期間 利率

運転資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金 1,000 万円
3年以内 1.3%
5 年以内 1.5%
7 年以内 1.7%

設備資金 機械器具等の購入、設備の改善、従業員の福利に
関する設備等の設備資金 2,000 万円

5年以内 1.5%
7 年以内 1.7%
10 年以内 1.9%

年末資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金 500 万円 翌年9月末日まで期日一括
または元金均等月賦返済 1.2%

【申し込み】市内金融機関（JA・労働金庫を除く）
　※ただし、年末資金の受付のみ 11月4日（火）～12月25日（木）まで（土、日曜日、祝日は除く）
【問い合わせ】 商工観光課商業係  ☎ 83-8643 FAX83-0199

市内中小企業者等が近代化を図り、体質の改善や経
営の合理化等を行う際に、ぜひご利用ください。

市制施行 60 周年記念事業市制施行 60周年記念事業

「第九演奏会」前売券発売中「第九演奏会」前売券発売中
【とき】12月 13日（土）
　午後 1時 30分開場　午後 2時開演
【ところ】市民会館大ホール
【前売り券】
　全席自由 1,000 円
【プレイガイド】
　真岡市民会館窓口（火～土 8:30 ～ 17:00）
【公演内容】ベートーヴェン：交響曲第 9番二単調
　作品 125「合唱付」、ブラームス：大学祝典序曲
　■指揮：佐藤和男
　■独唱：ソプラノ 上田純子、アルト 栁田明美、
　　　　　テノール 川久保浩志、バリトン 寺田功治
　■演奏：真岡市民交響楽団
　■合唱：真岡市第九合唱団
【問い合わせ】市民会館（文化課） ☎ 83-7731

市外在住の方は申し込みが必要です
【対象】本市出身（旧二宮町含む）で平成 26 年 9
　月 30 日までに転出手続きをした方のうち、平
　成 27 年 1 月 11 日（日）の真岡市成人式（会
　場：真岡市民会館）に参加希望の方（H6.4.2 ～
　H7.4.1 生まれの方）
【申し込み】11月 29日（土）までに、氏名、生年月日、
　案内状の送付先住所、世帯主、電話番号、出身中学校
　を生涯学習課へご連絡ください。（Eメール申し込み可）
【その他】10月 1日現在で真岡市に住民登録してい
　る方には、11月上旬までに案内状を送付します。
　案内状が届かない場合はご連絡ください。

真岡市成人式に参加される方へ

【申し込み・問い合わせ】
〒 321-4305 真岡市荒町1201番地　
生涯学習課（日曜･祝日休）☎82-7151  FAX83-4070 
E ﾒｰﾙ： gakusyuu@city.moka.lg.jp

新成人の感想文を募集中！
【応募資格】平成 27年成人式の対象者
【内容】「成人を迎えるにあたって」の夢
　や希望、心構えなどについて
　※ 400字原稿用紙 3枚程度（書式自由）
　※入選者には賞状と記念品を贈呈します。
【締め切り】11月 21日（金）

【問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100

市制施行 60 周年記念事業市制施行 60 周年記念事業

「60年の歩み」「60年の歩み」写真展開催写真展開催
　市制施行 60周年を記念し「60年の歩み」写真
展を開催します。懐かしい真岡市や現在の躍動す
る真岡市を、約 180点の写真で感じることができ
ます。市民の方から応募いただいた写真も展示して
います。ぜひお越しください。入場は無料です。
【とき】11月 1日（土）～ 9日（日）
　午前 9時～午後 5時（9日は午後 3時まで）
【ところ】市民会館大ホール　ロビー（ホワイエ）

　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　☎ 83-8131
　児童家庭課窓口（福祉部棟 1階）
　　公務員の方は、所属先から配布されている証明
　書と申請書を提出してください。

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子育て世帯臨時特例給付金

申請期間 12/25（木）まで延長申請期間 12/25（木）まで延長

市制施行 60周年記念事業市制施行 60周年記念事業

第 19 回　第 19 回　真岡市音楽祭真岡市音楽祭
　合唱・吹奏楽・太鼓など、子どもから大人まで真
岡市内の音楽団体が、日頃の練習の成果を発表しま
す。ぜひご覧ください。
【とき】11月 9日（日）
　午前 9時開場　午前 9時 30分開演
【ところ】市民会館大ホール
【入場料】無料（整理券は必要ありません）
【出演団体（出演順）】
　《午前 9時 30 分ごろ》童楽鼓（せんだん幼稚園）
　《午前 10時ごろ》小学校合同金管バンド、中学校
　合同吹奏楽団、高校合同吹奏楽バンド、真岡工業
　高等学校音楽部、真岡市民交響楽団、真岡ウイン
　ドオーケストラ《午後 0時 30 分ごろ》箏桜会、
　オカリーナ真岡、二宮笛の音楽隊《午後 1時 30
　分ごろ》特別演奏《午後 2時 50 分ごろ》小学校
　合同合唱団、コールさくら、真岡女子高等学校合
　唱部、舞ケ丘合唱団、真岡市民合唱団、童謡・唱
　歌を楽しむ会《午後4時 10分ごろ》くれない太鼓
　（西真岡保育園和太鼓研究会）、尊徳太鼓保存会 
【問い合わせ】真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課）
　 ☎ 83-7731 FAX 83-4070（日・月曜・祝日休）

とちぎ元気グルメまつりとちぎ元気グルメまつり
THE FINAL in 真岡 開催THE FINAL in 真岡 開催
　県内各地のご当地グルメを一堂に集めたグルメま　県内各地のご当地グルメを一堂に集めたグルメま
つりが開催されます。真岡市代表として、「とちぎゆつりが開催されます。真岡市代表として、「とちぎゆ
めポーク 真岡みそ焼き串」、「真岡いちご飯バーガー」めポーク 真岡みそ焼き串」、「真岡いちご飯バーガー」
が出品されます。県内の人気グルメの投票、郷土芸が出品されます。県内の人気グルメの投票、郷土芸
能や県内のキャラクターイベントなども行われます。能や県内のキャラクターイベントなども行われます。
【とき】11月 8日（土）・9日（日）　【とき】11月 8日（土）・9日（日）　※雨天決行※雨天決行
　午前 10時～午後 4時　午前 10時～午後 4時
【ところ】井頭公園内運動広場（真岡市下籠谷 99）【ところ】井頭公園内運動広場（真岡市下籠谷 99）
【駐車場】【駐車場】井頭公園内には本催事用の駐車場はあり井頭公園内には本催事用の駐車場はあり
　ません。車でご来場の際は、　ません。車でご来場の際は、宇都宮市清原工業団
　地内にある「グルメまつり専用駐車場」に駐車し、
　有料シャトルバス（往復：大人 500 円／高校生
　以下 200 円※未就学時無料）でご来場ください。
　出店グルメや前売り食券販売取扱所、「グルメま　出店グルメや前売り食券販売取扱所、「グルメま
つり専用駐車場」の場所など、詳しくは「とちぎつり専用駐車場」の場所など、詳しくは「とちぎ
元気グルメまつり THE FINAL in 真岡」公式ホー元気グルメまつり THE FINAL in 真岡」公式ホー
ムページをご覧ください。（http://www.  tochigi ムページをご覧ください。（http://www.  tochigi 
-genkigourmet.jp/）-genkigourmet.jp/）

【問い合わせ】とちぎ元気グルメまつり THE FINAL 
　in 真岡事務局（下野新聞社営業局クロスメディ
　ア推進部）　☎ 028-625-5333


