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身体障がい者身体障がい者のためののための巡回相談巡回相談
【とき】9月 2日（水）午後 2時～ 4時
【ところ】総合福祉保健センター
【内容】肢体不自由の方の身体障害者手帳の申請（程
度変更も含む）および相談（無料）

【主催】とちぎリハビリテーションセンター
【申し込み】8月 14 日（金）までに下記までお申
　し込みください。
 【申し込み・問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係　☎83-8129　FAX82-2340

第 32 回真岡井頭マラソン大会第 32 回真岡井頭マラソン大会
ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集

　10月4日（日）に開催する「第32回真岡井頭マラ
ソン大会」のボランティアスタッフを募集しています。
マラソンは苦手だけど応援は好きという方、ぜひご協
力ください。
【対象】高校生以上の方（性別・年齢不問）
【内容】給水の手伝い等
【申し込み】8月7日（金）までに下記へ申し込みください。
【問い合わせ】スポーツ振興課（総合体育館）
　☎84-2811 FAX84-6258（平日：8:30～ 17:15）

●保育士 1人　【勤務場所】真岡保育所
【勤務期間】平成28年3月31日まで（試用期間14日間）
　勤務状況等により、更新の可能性あり。
【勤務時間】午前7時 30分～午後6時 15分の間で
　7時間30分（早出・遅出勤務あり）
【応募条件】保育士の資格を有する方
【賃金】日額 7,830 円、通勤手当 2㎞以上該当（上限
　7,100 円）健康保険、厚生年金、雇用保険に加入
【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、資格証を添えて、下記へ本人が直接お持ち
　ください。【受付時間】午前 9時から午後 5時まで
【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課人事給与係
　☎ 83-8099　FAX82-1065

真岡市 真岡市 臨時職員募集臨時職員募集

【宛て先・問い合わせ】　〒321-4395真岡市荒町5191真岡市役所総務部企画課「キャラクター市民投票」係宛
　☎ 83-8102 　FAX83-5896　Eメール kikaku@city.moka.lg.jp

「新イメージキャラクター」市民投票「新イメージキャラクター」市民投票をを実施実施
　皆さまの１票で市の新イメー
ジキャラクターが決定します。
ぜひ投票をお願いします。
【対象作品】選定委員会による
１次選定で選ばれた 5作品

【投票期限】8 月17 日（月）まで
【投票資格】市内に在住、通学、
通勤している方

◇職種および受験資格
職種 試験日、受験資格

①自衛官候補生
（男子）

・受付時に通知
・採用予定月の 1 日現在、18 歳以上
27歳未満の男子

②自衛官候補生
（女子）

・9/25（金）～ 9/29（火）のうち指定
する 1日
・採用予定月の 1 日現在、18 歳以上
27歳未満の女子

③自衛隊一般曹
候補生（男女）

・9/18（金）9/19（土）のうち指定する
1日

・平成 28年 4月 1日現在、18歳以上
27歳未満

④海上・航空
自衛隊航空学生
（男女）

・9/23（水）
・平成 28年 4月 1日現在、18歳以上
21歳未満

【受付期間】
　①年間を通じて実施　②③④8/1（土）～9/8（火）
【資料請求・問い合わせ】
　〒321-4307 真岡市西郷2585-252（栄光ビル2階）
　自衛隊真岡募集案内所　☎83-7818（ FAX兼）

平成 27年度平成 27 年度  自衛官自衛官をを募集募集

～真岡市食生活改善推進員協議会主催～～真岡市食生活改善推進員協議会主催～

シニア料理教室募集シニア料理教室募集
　豚肉の生姜焼き、サラダ風くらげ酢、ワカメスープ、
デザートを作ります。
【とき】8月21日（金）　午前9時30分～午後1時午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の 50 歳以上の方  先着 24人【対象】市内在住の 50 歳以上の方  先着 24人
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【参加料】600円（材料代）【参加料】600円（材料代）
【申し込み】8月3日(月)午前8時30分から受付【申し込み】8月3日(月)午前8時30分から受付
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

～学んで変える、毎日の食事～～学んで変える、毎日の食事～
賢幸賢幸（けんこう）（けんこう）食堂 参加者募集食堂 参加者募集
　生活習慣病のお話や、調理実習で韓国冷麺風そう
めん、韓国風レタスサラダ、なすのナムルを作ります。
【とき】8月26日（水）　午前9時30分～午後1時午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の 40 歳～ 69 歳の方  先着 24人【対象】市内在住の 40 歳～ 69 歳の方  先着 24人
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、味噌汁 50ml【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、味噌汁 50ml
　程度（※塩分測定のため）　【参加料】無料　程度（※塩分測定のため）　【参加料】無料
【申込期限】8月 12日 ( 水 ) まで【申込期限】8月 12日 ( 水 ) まで

第第332 回2回  真岡井頭マラソン大会真岡井頭マラソン大会
締切間近！申し込みはお早めに！締切間近！申し込みはお早めに！

【とき】10月 4日（日）　※雨天決行（荒天中止）
　開会式 : 午前 8時 40分から
【ところ】井頭公園および周辺道路
【種目・参加費】◇親子（2km、親または祖父母と小
学1～4年生） 1組 2,000円 ◇小学5・6年生男女
別（2km）・中学生男女別（4km）1,000円 ◇一般（高
校生以上）年代別・男女別（4km・10km）2,500円 
【申込期間】8 月 10 日（月）まで
（申込期間中に参加料の支払を完了してください）
①郵便局での振り込み、または大会事務局（総合
体育館）へ直接申し込み 
②インターネットによる照会・申し込み
　《照会》テクノプランhttp://www.tecnoplan.co.jp
《申し込み》スポーツエントリー http://www.
sportsentry.ne.jp、ランニングタウン http://
runningtown.jp、ランネットhttp://runnet.jp 
③電話申し込み　スポーツエントリー☎ 0570-
550-846（平日の10:00 ～ 17:30）

【問い合わせ】大会について…スポーツ振興課（総合体育館）
　☎84-2811 FAX84-6258（平日：8:30～ 17:15）
　申し込みについて…エントリーセンター（テクノプラン）
　☎ 048-778-5880（平日：10:00 ～ 17:00）

「とちぎ発ストップ温暖化「とちぎ発ストップ温暖化
アクション」アクション」にに参加参加しましょうしましょう
　栃木県では、日常生活の中で取り組め
る節電・省エネなどの温暖化防止活動を
具体的に紹介したアクションシートを作
成・配布し、県民の皆さんに実践を呼び
かける「“とちぎ発”ストップ温暖化アクション」
を展開しています。より多くの皆さんのご参加をお
願いします。
【アクションへの参加方法】アクションシートを入手
し、シート記載の20項目を実践し、１週間分の取
り組み結果を報告してください。

【アクションシートの入手方法】真岡市環境課窓口、
栃木県のホームページからも入手できます。

（http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/
ondanka/stop_ondanka_action.html）

【取り組み結果（チャレンジ報告書）の提出】
　10 月 15 日（木）までに栃木県地球温暖化防止
活動推進センターに郵送または FAX（028-673-
9084）で送ってください。提出いただいた方には、
抽選で記念品が当たります。
【問い合わせ】
　環境課環境計画係　☎83-8241  FAX83-5896

【補助の条件】
◆飼い主が市内に住所があること（※販売目的は不可）
◆犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録と狂犬病予
　防注射が済んでいること
◆芳賀郡内獣医師の手術を受けること
◆市税を完納していること（世帯全員）
【補助金額】
　メス犬一頭につき5,000円、メス猫一頭につき3,500円
【手続き】手術後 30 日以内に申請書兼請求書を環
　境課へ提出してください。申請書兼請求書はホー
　ムページからもダウンロードできます。また、郡
　内の動物病院にもあります。
　近年、捨て犬、捨て猫に関する苦情が多数寄せられ
ております。飼い主のいない不幸な犬や猫を増やさな
いよう、愛情を持ってしつけ、生涯責任を持って飼育
しましょう。

【申し込み・問い合わせ】
　環境課環境保全係　☎ 83-8125  FAX83-5896

メス犬・メス猫メス犬・メス猫のの
       避妊手術補助金制度       避妊手術補助金制度

ボランティア指導員をボランティア指導員を
やってみませんかやってみませんか

　入所した児童生徒の活動を支援するボランティア
指導員を募集しています。ボランティア指導員の養
成のため、研修会を開催しますので、興味のある方
はご参加ください。
【とき】8月 31日（月）
　午後 1時 15分～４時ごろ
【ところ】自然教育センター
【内容】やすりを使い、ろう石を勾玉
の形にけずり、ひもをつけて仕上げる。

【対象】小・中学生への勾玉作りの指導者として平日
の昼間に活動できる成人の方。各自で当センター
までの往復ができる方。　定員10人程度（希望
者が多数の場合は抽選）　【参加費】無料

【持ち物】活動しやすい服装、マスク２枚、軍手
【申し込み】8月 28 日（金）までに、下記へ申し
込みください。

【申し込み・問い合わせ】自然教育センター（平日９時～５時）
　☎83-1277　FAX83-1278

バーデdeエクササイズバーデdeエクササイズ
体験教室参加者募集体験教室参加者募集

　集団型バーデプールの教室です。水中ウォーキン
グや音楽に合わせ楽しく体を動かし、無理なくシェ
イプアップ、筋力アップができます。
【とき】9月4日、18日、10月2日、16日、30日
　（各金曜日）午後 1時 30分～ 2時 30分
　（受付:正午から）【ところ】真岡井頭温泉バーデプール
　※ 5回で 1つのコース（体験説明会後に参加）
〈体験説明会〉
【とき】 8 月 21日（金）午前 9時 30分～正午
　（受付：9時 10分から）　【ところ】 真岡井頭温泉
【内容】オリエンテーション（施設見学も可）
　※参加パスポートを進呈　【持ち物】筆記用具
【対象】30～ 64歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・
コレステロールなどが気になる方で、運動習慣の
あまりない方　先着 30人

【申し込み】8/17（月）までに、下記へ電話・Eメー
ルで申し込み。※すでに個別で参加している方は、
ご遠慮ください。

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　E ﾒｰﾙ kenkou@city.moka.lg.jp 

【とき】8月9日（日）　①午前10時～ ②午後2時～
【ところ】市民会館 大ホール【上映時間】1時間20分
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円  ※芸術鑑賞会会員 500円引き
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

宇
スペースヒーローズ

宙英雄記」
「ドラえもん のび太の
真岡市民会館自主事業 こども映画会真岡市民会館自主事業 こども映画会

【投票数】１人１票（重複投票・記入漏れは無効）
【投票方法】市の新キャラクターとして、ふさわしいと思う作品の番号または名前（1作品）と、住所、氏名、
真岡市在住・通学・通勤の区分を明記し、下記のいずれかの方法で投票。

　①市役所本庁舎、二宮コミュニティセンター、市公民館、市公民館各分館に設置する回収箱に投函
　②下記の宛先へのメール、FAX、郵送（官製はがき可）
【プレゼント】採用作品に投票した方の中から抽選で 10 人に、井頭温泉、チャットパレス、もおか鬼怒公
園ゴルフ倶楽部の共通利用券（1,000 円分）を贈呈します。

【発表】９月に発表します。なお、採用作品のデザインおよび名前は、決定後一部修正または変更する場合があります。


