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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　FAX83-6240

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
2戸

東郷住宅 3LDK 1戸
高間木住宅 3DK 1戸
中丸住宅 3DK 1戸

大谷台住宅 2DK
3LDK

7戸
3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。

【受付期限】6月 4日（木）～ 6月 18日（木）
　※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

【問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町1201番地 
　真岡市教育委員会 生涯学習課 女性青少年係
 　☎ 82-7151 FAX83-4070 
　Eメール gakusyuu@city.moka.lg.jp

　広く市民の意見を反映した男女共同参画社会の形
成を図るため、真岡市男女共同参画審議会委員（任
期 2年）を公募します。市の男女共同参画の推進に
関する重要な事項について審議していただきます。
【応募条件】
　①年齢 20歳以上の方（平成 27年 4月 1日現在）
②真岡市に引き続き 1年以上住所を有する方

　③平日の昼間の会議に出席できる方（年3回程度）
【公募委員数】3人程度
【応募方法】応募の動機を 400 字程度にまとめ、氏
名、住所、性別、年齢、連絡先の電話番号、職業
を記入し、下記へ郵送、FAX または Eメールで
応募ください。

【応募期限】6月 30日（火）必着

真岡市男女共同参画審議会真岡市男女共同参画審議会
委員委員をを公募公募しますします
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大前神社大前神社

●総合体育館●総合体育館
●市民会館●市民会館

25日お祭り広場

25日
立ち入り
禁止区域25日花火大会

みこし川渡御

主要地方道 真岡  ・上三川線  主要地方道 真岡  ・上三川線  
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26 日宮入り献灯

【問い合わせ】商工観光課観光係  ☎ 0285-83-8135 FAX0285-83-0199 ／真岡市観光協会  ☎ 0285-82-2012

真岡の夏まつり真岡の夏まつり20152015
７月24日（金）７月24日（金）
　宮出し・町会渡し・宵宮・荒神大燈渡御　宮出し・町会渡し・宵宮・荒神大燈渡御
７月25日（土）７月25日（土）
　お祭り広場・みこし川渡御・花火大会　お祭り広場・みこし川渡御・花火大会
７月26日（日）７月26日（日）
　町会渡し・宮入り献灯　町会渡し・宮入り献灯
　交通規制について
★ 7月 24 日（金）交通規制
　16:10 ～ 16:50 通行止め（右図○部分）
　20:30 ～ 21:10 通行止め（右図○部分）
★ 7月 25 日（土）
　交通規制 13:00 から開始（右図　　部分）
　周辺施設の臨時休館・立ち入り禁止区域
　花火大会に伴い、右図の赤斜線内（市役所東側）
にある総合体育館、市民会館、公民館、図書館、青
年女性会館、スポーツ交流館は休館です。なお、駐
車場も終日駐車禁止です。
★ 7月 26 日（日）18:30 ～ 20:30（右図★部分）
　手筒花火に伴い、右図★（御橋）は上記の時間立
ち入り禁止です。

　　　 　25日 13:00 ～ 22:00　　　 　25日 13:00 ～ 22:00
　　　 　25日 13:00 ～ 18:00　　　 　25日 13:00 ～ 18:00  
　　　 　　 　25日 13:00 ～ 18:3025 日 13:00 ～ 18:30

　　　 　25日 16:00 ～ 22:00　　　 　25日 16:00 ～ 22:00
　　　 　25日 18:00 ～ 22:00　　　 　25日 18:00 ～ 22:00
　　　 　26日 16:30 ～ 21:30　　　 　26日 16:30 ～ 21:30

第 56 回第 56 回真岡市消防団 真岡市消防団 
夏季点検・夏季点検・消防操法大会消防操法大会
　消防団全車両が一堂に集結する姿は圧巻です。消
防団が、日ごろの訓練成果を発揮する操法大会は必
見ですので、ぜひご来場ください。
【とき】６月 21日（日）
　夏季点検：午前6時から　消防操法大会：午前7時から
【ところ】市民公園（総合体育館東）
※雨天時：公設芳賀地方卸売市場

【問い合わせ】安全安心課消防防災係
　☎ 83-8396  FAX83-8392

【問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係　☎ 83-8129　FAX82-2340
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎ 74-5004 FAX74-1250

　重度心身障害者医療費助成制度を利用している方
で、下記条件に該当する場合、自己負担分（薬局を
除く医療機関ごとに月額 500 円）に対する免除が
受けられます。
【申請】現在対象の方も更新の手続きが必要となり
ますので、6月 30 日（火）までに下記窓口で手
続きしてください。

【対象条件】受給資格者と同じ健康保険に加入して
いる方全員が平成 27年度の市民税が非課税であ
ること。

※受給資格者が中学生以下の方は、申請不要です。
（今年度から受給資格者が中学生以下の場合は、
自己負担がなくなりました。）

重度心身障害者医療費助成制度重度心身障害者医療費助成制度
自己負担助成自己負担助成のの申請申請についてについて

【問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX83-4070

　第 29回真岡市美術展「市民コレクター展～絵付
陶磁器と油彩～」の作品を募集します。
【募集作品】絵付陶磁器（形状、用途は何でもよい）、
油彩　※展示は匿名となります。

【募集期間】7月 24日（金）まで
　点数制限はありませんが、応募者多数の場合、ご
希望に添えない場合があります。
※販売業者等の応募はご遠慮ください。
※作品はすべて賠償責任保険に加入します。
　（万一事故が起こった場合、保険会社により再評
価します。）

【展示期間】9月 10日（木）～ 13日（日）
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【主催】真岡市教育委員会

市民コレクター展作品募集市民コレクター展作品募集

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係　☎ 83-8131

　6月分以降の児童手当・特例給付を受給するため
には、現況届の提出が必要です。現
況届の確認ができない場合、6月分
以降の手当を受給することができま
せん。必ず手続きを行ってください。

「児童手当・特例給付現況届」「児童手当・特例給付現況届」
手続き手続きがが必要必要ですです

【申し込み・問い合わせ】総務課人事給与係 ☎83-8099

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●臨時職員　3人 　【勤務場所】子育て支援センター
【応募条件】保育士、看護師いずれかの資格を有し、
子育ての相談等に応じられる方

【勤務時期】平成 28 年 3 月 31 日まで（更新の可
能性あり）　【勤務日】毎週日曜日勤務

【勤務時間】
　7時間 30分（午前 8時 45分～午後 5時 15分）
【賃金】時給 900円　通勤手当 2㎞以上該当（上限
月額 7,100 円の 1/2）
●保育士　１人　【勤務場所】真岡保育所
【応募条件】保育士の資格を有する方
【勤務時期】平成 28 年 3 月 31 日まで（更新の可
能性あり）　【勤務日】毎週土曜日勤務

【勤務時間】午前 7時 30 分～午後 7時までの間で
7時間 30分（早出・遅出勤務あり）

【賃金】日額 7,830 円　通勤手当 2㎞以上該当（上
限月額 7,100 円の 1/2）

●共通事項 
【選考方法】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、資格証を添えて、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）

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会

【とき】6月 19日（金）午前 9時 30分開始
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】草むしり、大工仕事、
　屋内外清掃、家事援助など
【その他】入会書類がありますので、
　6月 16 日（火）までに下記へお越し
ください。

【申し込み・問い合わせ】
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　

24 日宵宮

※多くの来場者数が見込まれますので、安全確保の観点からラジコン飛行機（ドローンを含む）の使用はご遠慮ください。

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 82-2012（FAX兼）

　同日開催！　同日開催！
　　もおか観光コンシェルジュ　　もおか観光コンシェルジュ
　ガイドツアー　ガイドツアー

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、ガイドを実施します。久保記念観光文化交流館を
拠点としたオリジナルガイドコースで、新たな真岡の
魅力を発見してみませんか。
【とき】6月14日（日）午前10時～午後2時（随時受付）
【受付場所】久保記念観光文化交流館
【参加料】無料　【所要時間】1時間～ 1時間 30分
【参加方法】事前予約または当日申し込み

6 月 14日（日）開催6月 14日（日）開催
久保記念観光文化交流館イベント久保記念観光文化交流館イベント
【とき】6月 14日（日）午前10時～午後3時
【ところ】久保記念観光文化交流館
【内容】益子焼販売（益子焼つかもと）、ジェラート
販売（枡智）、モオカの休日開催「切り絵体験（ス
マ切り絵）」参加料 500円

【申し込み・問い合わせ】
　企画課財政係　☎ 83-8104　FAX83-5896

　市ではふるさと納税により寄附をいただいた方に
感謝の気持ちを伝え、併せて真岡市の魅力や特産物
をPR するため、魅力ある謝礼品をお届けする「真
岡市ふるさと寄附推進事業」を実施します。
　この度、この事業にご協力いただける
事業者や謝礼品を募集します。
【申込要件】
①本社、支社、営業所のいずれかを
　市内に有する事業所、農業法人など
②真岡市税に滞納がないこと　
③暴力団による不当な行為の防止等に
関する法律に掲げる暴力団構成員でないこと

【申込商品】
　以下①～③に該当する農水産品、加工品、観光サー
ビスなど。
　①市内で生産されたもの 
　②市内で生産されたものを原料に加工・製造されたもの 
　③観光サービス等で市をPRしていると認められるもの
【協力事業者説明会】7月 6日（月）午後２時から
市公民館第３・第４会議室で開催します。詳しく
は、下記へお問合わせください。

真岡市ふるさと寄附金真岡市ふるさと寄附金
協力事業者協力事業者・・謝礼品謝礼品のの募集募集

交通規制


