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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

～ためらわず　知らせてつなぐ　命の輪～～ためらわず　知らせてつなぐ　命の輪～

11月11月はは虐待防止推進月間虐待防止推進月間
　児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。「も
しかして虐待？」と思ったら、ためらわずにお知ら
せください。連絡した人の秘密は守られます。
■児童虐待とは■
【身体的虐待】殴る、蹴る、熱湯をかける、乳幼児を
　戸外に締め出す など
【心理的虐待】言葉で脅かす、無視、拒否的な態度
　をとる、きょうだい間で差別的扱いをする、夫
　婦や家族に対する暴力（ＤＶ）を見せる など
【性的虐待】ポルノ画像を見せる、被写体にする、
　性的行為を強要する、性器や性交を見せる など
【ネグレクト（保護・養育を怠ること）】
　食事を与えない、ひどく不潔にする、学校に行
　かせない、子どもを残して外出する、自動車の
　中に放置する など
■「児童虐待防止推進月間」関連イベント開催
【とき】11月16日（日）【ところ】宇都宮市オリオンスクエア
　※詳細は、栃木県のホームページでご確認ください。
【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係  ☎ 83-8131
　栃木県中央児童相談所　☎028-665-7830（24時間受付）

二宮尊徳資料館
（桜町陣屋跡）

→
5
分
←

高田山
専修寺
東駐車場

→
12
分
←

山前分館
（改善センター）

→
8
分
←

大産業祭会場
 （市民会館西側
　砂利駐車場）

①号車　二宮尊徳資料館前（桜町陣屋跡）　出発時刻
 9:30 10:20 11:10 12:00 13:50 14:40
①号車　大産業祭会場　出発時刻
9:55 10:45 11:35 13:25 14:15 15:05

中村分館
（改善センター）

→
10
分
←

高勢町
第２公民館

→
10
分
←

真岡駅
（東口）

→
7
分
←

大産業祭会場
 （市民会館西側
　砂利駐車場）

②号車　中村分館（改善センター）出発時刻
9:20 10 :14 11:08 12:02 13:56 14:50
②号車　大産業祭会場　出発時刻
9:47 10:41 11:35 13:29 14:23 15:17

どんとこい
広場

→
5
分
←

二宮コミュニティ
センター玄関前

→
8
分
←
寺内駅

→
8
分
←

工業団地総合
管理協会西側
体育館駐車場

③号車　どんとこい広場　出発時刻
9:20 10:29 11: 42 13: 55 15: 08
③号車　大産業祭会場　出発時刻
9:52 11:05 13: 18 14: 31 15: 44

あぐ里っ娘
南側駐車場
（井頭温泉東）

→
6
分
←

大内分館
（改善センター）

→
8
分
←

真岡りす村
ふれあいの里

（西側砂利駐車場）

→
7
分
←

木綿会館
 （久保記念観光
　文化交流館）

④号車　あぐ里っ娘南側駐車場（井頭温泉東）　出発時刻
 9:33 10:27 11:21 13:15 14:09 15:03
④号車　大産業祭会場　出発時刻
10:00 10:54 11:48 13:42 14:36 15:30
※交通状況等により出発時間が遅れる場合もあります。
※定員が決められているため、乗車人数によっては乗
　車をご遠慮願うこともあります。
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どこでも乗降自由! 無料周遊バスで大産業祭へゴー!どこでも乗降自由! 無料周遊バスで大産業祭へゴー!

 無料周遊バス運行 無料周遊バス運行

大産業祭会場
（市民会館西側
　砂利駐車場）

← →11 分

　大産業祭会場周辺は、たいへん混み合いますので、
無料周遊バスをご利用ください。
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【問い合わせ】産業祭☎ 82-3305（真岡商工会議所）　JＡまつり☎ 84-6611（JAはが野真岡支店）
牛乳試飲＆無料配布☎ 83-8139（市農政課）子どもまつり☎ 82-7151（市生涯学習課）
消費者まつり☎83-8394（市安全安心課）環境展☎83-8692（市環境課）無料周遊バス☎83-8135（市商工観光課）
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ＪＡまつり

産業祭
　　　 物産振興会抽選会
　　  格安販売「青空市」
　  　　自衛隊展示
 ダンボールクラフト
 アルミ缶回収

  新米・ポン菓子・ソバ粉
無料配布、娯楽ｽﾃー ｼ゙ 、射的、
  仔牛の重さ当てクイズ
　　　  牛乳無料配布

　　模擬店
　   など　Ｐ

身
障
者
用
駐
車
場

土木事務所

◇野菜 ･果物など新鮮な農産物を激安販売！◇おいしい地元名産品＆他県の特産も大集合！
◇ダンス ･地域芸能などステージも充実！◇真岡市イメージキャラクターのコットベリ－が登場！

バザー（公民館2階）10:00～、模擬店・遊びコーナー10:00～
クイズ大会 10:00～、11:00～
チャレンジゲーム大会 10:30～、11:30～

環  境  展

青年女性会館

消費者まつり

・コットベリーによる風船無料配布（午前・午後 各１回）
・くらしに関する情報コーナー
・リサイクル品の抽選会
　（受付 10:00 ～ 12：00・13:00 発表）

真岡市大産業祭真岡市大産業祭第25 回第25 回
 11 月 23 日11 月 23 日（日･（日･祝祝））
午前10時～午後3時午前10時～午後3時 雨天決行（花火合図） 雨天決行（花火合図）
【会場】真岡市民広場ほか【会場】真岡市民広場ほか

【真岡工業高校】
・電気自動車試乗　・ミニSL

アルミ缶を持参して回収車で
              リサイクルしよう！
アルミ缶の数に応じて粗品プレゼント！
（※粗品はなくなり次第終了）

フリーマーケット

公民館

アルミ缶は
中を洗って
持ってきてね。

牛乳試飲&無料配布（200mlパック）
　県内で生産された牛乳の試飲、牛乳200mlパック
の無料配布（1人1本限り）を行います。
【とき】配布時間午前11時から【ところ】乳用牛共励会会場
【対象】先着 350人　【主催】真岡市酪農組合

古本市

【内容】【内容】
　○基調講演「報徳仕法成立の秋」　○基調講演「報徳仕法成立の秋」
　　講師：国士舘大学名誉教授　阿部 昭 氏　　講師：国士舘大学名誉教授　阿部 昭 氏
　○真岡北陵高等学校生徒による体験発表　○真岡北陵高等学校生徒による体験発表
　　「報徳田での米づくり」　　「報徳田での米づくり」
　○参加市町村長によるパネルディスカッション　○参加市町村長によるパネルディスカッション
　○和太鼓演奏、ミュージカル　など　○和太鼓演奏、ミュージカル　など

報徳仕法をいかした、ひとづくり・まちづくり報徳仕法をいかした、ひとづくり・まちづくり
第20回全国報徳サミット第20回全国報徳サミット
真岡市大会開催真岡市大会開催

【とき】11月 29日（土）
　午前 8時 45分開演　午前 8時 30分開場
【ところ】市民会館　大ホール

【申し込み・問い合わせ】文化課　☎ 83-7731

■二宮尊徳廻村ウォークラリー　二宮尊徳廻村ウォークラリー　※申し込みが必要※申し込みが必要
　桜町陣屋跡周辺の二宮尊徳関連の史跡を巡ります。　桜町陣屋跡周辺の二宮尊徳関連の史跡を巡ります。
【とき】11月 28日（金）桜町陣屋前集合【とき】11月 28日（金）桜町陣屋前集合
　受付時間：午後 0時 30分～ 1時 30分　受付時間：午後 0時 30分～ 1時 30分
【ところ】桜町陣屋跡周辺 【定員】300人【ところ】桜町陣屋跡周辺 【定員】300人
【内容】コース：①約1時間コース ②約2時間コース【内容】コース：①約1時間コース ②約2時間コース
　全てのポイントを回った方には、いちご1パックをプ　全てのポイントを回った方には、いちご1パックをプ
　レゼント【申込期限】11月20日（木）までに電話申込　レゼント【申込期限】11月20日（木）までに電話申込

【問い合わせ】情報システム課地域情報係　☎83-8496

　ケーブルテレビ放送事業とインターネット通信事
業について、11月1日から正式に真岡市が事業を継
承し運営を開始しました。今後は、安定的なサービ
スと充実した地域情報・行政情報番組を提供できるよ
う努めてまいります。ぜひ、ご加入をご検討ください。

真岡市がケーブルテレビ事業を真岡市がケーブルテレビ事業を
継承し運営を開始継承し運営を開始

真岡市国民健康保険真岡市国民健康保険
運営協議会委員運営協議会委員をを募集募集

　真岡市では、国民健康保険事業の運営の適正を図
り、事業が円滑に行われるよう真岡市国民健康保険
運営協議会を設置しています。
　この協議会は、国民健康保険の運営に関する重要
事項を審議する機関です。
　このたび、真岡市国民健康保険条例に定める被保
険者代表委員を、次のとおり募集します。
【応募条件】①～④の条件を満たす方　２人
　①真岡市国民健康保険の被保険者
　②本市に引き続き１年以上住所を有し、国民健康
　　保険への関心の高い方
　③満 20歳以上の方
　④平日昼間の会議に出席できる方
【任期】2年（平成 27 年 1月 1日～平成 28 年 12
　月 31日）
【応募方法】「応募理由」を 400 字程度にまとめて、
　住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入
　した書類（自由様式）を、国保年金課に持参、ま
　たは郵送、Ｅメールにて提出してください。
【応募期限】11月 28日（金）必着
【申し込み・問い合わせ】国保年金課 国民健康保険係
　☎ 83-8123　FAX83-6205
　〒321-4395　真岡市荒町5191番地
　真岡市 市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
　Ｅメール　kokuhonenkin@city.moka.lg.jp

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

Ｐ

60ｍのロールケーキ作り

真岡市制施行 60周年記念事業
とちおとめを使って60ｍのロールケーキを作ろう
【とき】午後 0時 30分から
【ところ】科学教育センター北側歩道
　※すでに参加者は決定済み 大産業祭会場

（市民会館西側
　砂利駐車場）

← →6 分

周遊バス停留所

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。

【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

　出店グルメや前売り食券販売取扱所、「グルメ　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「とまつり専用駐車場」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」公ちぎ元気グルメまつり THE FINAL in 真岡」公
式ホームページをご覧ください。（http://www.  式ホームページをご覧ください。（http://www.  
tochigi -genkigourmet.jp/）tochigi -genkigourmet.jp/）

第21回第21回  真岡地区公民館まつり真岡地区公民館まつり
【とき】11月 16日（日）　※雨天決行
　午前 9時 30分～午後 1時 30分ごろ
【ところ】青年女性会館　【駐車場】久保講堂南側駐車場
【内容】①地域芸能発表会 ②地域物産店 ③抽選会
【抽選会】午後 1時開始。抽選会に参加するには、
　真岡地区内のご家庭に配布したチラシに付いている
　抽選引換券を切り取ってお持ちください。
　（抽選券の引き換え受付は、午前 9時 30 分開始
　の開会式終了後から午後 0時 30分まで）
【問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781　FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

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）
【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）


