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真岡西中市公民館
真岡西分館
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【問い合わせ】真岡市選挙管理委員会　☎ 83-8190　FAX83-8082

■本市で投票できる方
　平成7年4月27日以前に生まれ、かつ、今年１月18日以前に真岡市に転入届をし、引き続き３カ月以上住
所を有している方（今年1月19日以降に、真岡市に転入届をした方は、投票できません）
■期日前投票

【期日前投票の受付手続きが早く【期日前投票の受付手続きが早く
済みます】済みます】
　投票所入場券裏面の「期日前　投票所入場券裏面の「期日前
投票宣誓書兼請求書」にあらか投票宣誓書兼請求書」にあらか
じめ記入してお持ちいただくと、じめ記入してお持ちいただくと、
受付手続きが早く済みます。受付手続きが早く済みます。

市民意向調査市民意向調査ににご協力ご協力くださいください
　市民の皆さまの市政に対するご意見やご要望など
を、今後のまちづくりに反映させるため、「市民意
向調査」を実施しています。
　市内在住の 3,000 人の方を無作為に選び、調査
票をお送りしましたので、調査票が届いた方は、ご
協力をお願いします。
【提出期限】5月 11日（月）までに投函

【問い合わせ】 企画課企画調整係 ☎83-8102 FAX83-5896

投票日：4月26日（日）投票日：4月26日（日）
投票時間：午前7時～午後8時投票時間：午前7時～午後8時

■開票速報は当日午後 10時ごろから
　真岡市ホームページ（http://www.city.moka.tochigi.jp/senkyo/top.html）または、携帯用ホームペー
ジ（http://www.city.moka.tochigi.jp/senkyo/keitai/kaihyou27.html）でお知らせします。
　※速報時刻は午後10時を予定しておりますが、開票進ちょく状況によって時刻が前後することがあります。
■開票所はスポーツ交流館
　会場が狭いため、一般参観者の入場を 20人程度に制限しますのでご了承ください。なお、開票速報掲
示板をスポーツ交流館階段脇に設置し、午後 10時ごろから公表する予定です。

おかげさまで開館 2周年おかげさまで開館 2周年
SLキューロク館アニバーサリーイベント開催
　真岡駅東口に新たな観光拠点として「Ｓ Lキューロク館」が開館し、二年がたちま
した。当日は、開館二周年を記念し「見る・食べる・体感する」をコンセプトに、盛
りだくさんのイベントで、多くの皆さまのご来場をお待ちしています。
 【とき】5月 2日（土）・3日（日）
 【開館イベント】午前 10時～午後 3時 30 分
 【会場】SL キューロク館および真岡駅東口駅前広場

【問い合わせ】真岡鐵道株式会社　 ☎ 84-2911

■ 2 日（土）
　10:00 ～農民ロックバンド　ザ・テイラーズ
　11:00 ～ベンチャーズバンド　JB4
　12:30 ～とちおとめ 25
　13:40 ～イマキダンシング、真岡ミュージカル
■ 3日（日）
　10:00 ～バンド演奏　ジーバーズ　aqua
　11:00 ～バンド演奏　プルトップ
　12:30 ～ Lovely ☆ Candy
　　　　　（さくら市ご当地アイドル）
　13:40 ～西真岡ヒップホップダンススクール
　　　　　ミドルステップス

体　験　す　る体　験　す　る
■駅長制服の貸し出し　300円
■機関士制服の貸し出し　100円
■キューロクと車掌車の連結走行　300円
■キューロク機関助手席体験乗車　1,000 円
■ミニ SLの運行　無料（3日のみ）

食　べ　る食　べ　る
■各種模擬店　焼きそば、焼き鳥、クレープ、メロ
ンパン、いもフライ、 餃子、黄金もち、ブラジル
料理、駅弁、わたあめ など

見　る見　る

水石盆栽展
【とき】5月 3日（日）～ 6日（水）
　午前 9時～午後 4時（6日は正午まで）
【ところ】久保講堂【内容】水石と盆栽の展示

【問い合わせ】　商工観光課観光係 ☎83-8135  FAX83-0199

第36回  『花と緑の市』を開催！
【とき】5月 3日（日）～ 5日（火）
　午前 10時～午後 4時
【ところ】市民会館ロータリー西駐車場
【内容】庭園の展示、花木の展示・販売
　※ 5月 3日（日）午前 10時ごろからブルーベリー
　　の苗木を先着 500人にプレゼントします。

         無人ヘリコプターによる
  麦病害虫防除の実施
【散布日】4月 28日 ( 火 ) ～ 5月 31日（日）
　午前 5時～正午
　※天候、出穂の条件により散布日時の変更あり。
【対象】二条・六条大麦、小麦
【使用農薬】トップジンMゾル（殺菌剤）8倍希釈
【問い合わせ】JA真岡地区営農センター ☎ 83-3311
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

料金無料
秘密厳守 ５月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など     12日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望     12日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※5/1（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  12日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 15：00

 12・19・26日 （火）
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  7日（木）9:30～11:30

【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

　光化学スモッグは、風が弱く日射しの強い日の昼
から夕方にかけて発生しやすくなります。
【注意報が発令されたら ･･･】
・屋外での激しい運動を避けましょう。
・もし、目がチカチカしたり、のどの痛みがある
ときは、洗眼やうがいをして安静にしましょう。

【光化学スモッグの発生状況について】
　栃木県が「とちぎの青空」ホームページや携帯電
話サイト、電話応答装置などでお知らせしています。
　真岡市は栃木県「南東部」地域です。
≪とちぎの青空ホームページ≫
【PC用】http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/
　kankyou/hozen/aozora.html
【携帯用】http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/m/aozora/
≪電話応答装置≫ ☎ 028-673-9180

光化学スモッグ光化学スモッグにに注意！注意！

　また、注意報のメール配信を希望
される方は、右記のアドレス（QRコー
ド）を読み取り、空メールを送信し、
登録してください。
【問い合わせ】環境課公害対策係
　☎ 83-8127　FAX83-5896

bousai.tochigiken
-entry@sg-m.jp

河川の水を守るために河川の水を守るために
　河川への油流出事故は、水田などの下
流に大きな影響をもたらします。事業所
ばかりでなく、家庭においても油の処理
をきちんとして、安易に捨てることのな
いよう注意してください。
　万が一、誤って油を河川に流してしまった時、ま
た河川等に油膜を見つけた時は、すぐに市役所環境
課に連絡してください。
　また、水路付近で草刈りをした後も、草やごみを
河川に流さないでください。住みよい生活環境づく
りのため、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】環境課公害対策係 ☎83-8127

　　      キラリ！充実 仲間づくりキラリ！充実 仲間づくり

　     女性学級生を募集　     女性学級生を募集
【内容】料理教室や教養講話など、各地区オリジナル
　の内容で、学級生が学習計画を作成し運営します。
【対象】市内在住または勤務の女性  各地区先着 50人
【申し込み】各地区とも電話で申し込みください。

学級名 申し込み・問い合わせ

真岡地区 生涯学習課
（市公民館） ☎ 82-7151

真岡西地区 真岡西分館 ☎ 84-6781
山前地区 山前分館 ☎ 82-2802
大内地区 大内分館 ☎ 82-2704 
中村地区 中村分館 ☎ 82-2902
二宮地区 二宮分館 ☎ 74-0107

※生涯学習課（市公民館）…日曜・祝日休館
　各分館 …日・月曜・祝日休館

にのみや野外活動センターにのみや野外活動センター
8/29（土）尊徳夏まつりの利用受付は、8/29（土）尊徳夏まつりの利用受付は、

5/1（金）から受付開始5/1（金）から受付開始
　「尊徳夏まつり」開催日である 8月 29 日（土）
の利用受付は、5月 1日（金）から受付開始です。
下記へ電話で申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】 
 二宮分館 ☎ 74-0107 （日・月曜、祝日は休み）

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●臨時職員　1人
【勤務場所】秘書課広報広聴係
【勤務期間】6月 1日～平成 28年 3月 31日
　（14日間を試用期間とします）
【勤務内容】案内業務、電話交換業務および一般事
務補助

【勤務時間】7時間30分（午前8時30分～午後5時）
【応募条件】パソコン操作（ワード・エクセル等）の
　できる方
【賃金】日額 6,240 円　通勤手当 2㎞以上該当
　（上限 7,100 円）　【選考】面接（随時）
【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、下記まで本人が直接提出してく
ださい。（受付時間午前 9時～午後５時）

【その他】健康保険、厚生年金、雇用保険に加入

【申し込み・問い合わせ】総務課人事給与係 ☎83-8099

　投票日当日、仕事やレジャーなど
で投票区内にいない予定の方は、下
記の２カ所で期日前投票ができます。
【期間】4月25日（土）まで
【時間】午前8時 30分～午後8時
【投票所】①市公民館真岡西分館 
②二宮コミュニティセンター

綿づくり体験参加者募集綿づくり体験参加者募集
　綿づくり体験は 3回シリーズとなり、種まきか
ら綿摘みまで一年を通して体験できます。真岡市
の花である「綿」を、この機会に育ててみてはいかが
でしょうか。
【とき】5月10日 (日 ) 午前 9時～正午
【ところ】真岡りす村ふれあいの里わた畑・真岡木綿会館
【対象】一般、小学生以上（小学生は保護者同伴）　
　先着 30 人 (定員になり次第締め切り )
【内容】綿の種まきと機織り体験　【参加料】1,000円
【申し込み】電話（平日午前 10 時～午後 4 時）。
【問い合わせ】真岡木綿会館（火曜休）☎83-2560


