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交通死亡事故が多発！交通死亡事故が多発！
交通ルール交通ルールのの遵守遵守ととマナーマナーのの向上向上にに

努めましょう努めましょう
　真岡市内で交通死亡事故が多発しています。7月
末日現在、真岡警察署管内では 7人（うち市内 6人）
の死者数となり、真岡警察署は県内 19警察署の中
で最多の死者数を記録し、危機的な状況にあります。
【問い合わせ】真岡警察署　☎ 84-0110
　安全安心課交通安全係　☎83-8110　FAX83-8392

◇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）
※真岡市では、地方自治法第 2条第 9項の法定受
託事務として、募集時期に応じて自衛官募集情報
などをお知らせします。

【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

川面を流れる小さなともしびに平和の祈りをこめて

第21回第21回真岡の灯ろう流し真岡の灯ろう流し
【とき】8月15日（土）午後 6時 30分～9時
　　 　※雨天の場合は 16日（日）に順延
【ところ】行屋川水辺公園（真岡小学校東側）
真岡商工会議所、市役所商工観光課、観光物産館で
流し灯ろう（1セット 500 円）を発売中です !!

【問い合わせ】   真岡商工会議所青年部  ☎ 82-3305
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午後6時～9時30分
車両進入禁止
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【主催 ･問い合わせ】もおか木綿踊り実行委員会事務局
　（真岡商工会議所内）☎ 82-3305　FAX82-7967

もおか木綿踊もおか木綿踊りり
【とき】8 月 22 日（土）
　午後6 時～9 時15 分
　雨天の場合は 23日（日）に順延
【ところ】荒町本通り（寿町交差点～泉橋）（寿町交差点～泉橋）
　※右図の　　　　区間
【交通規制】午後 5時 30分～9時 30分
　※会場内車両進入禁止
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8 月 15日（土）は、戦没者を8月 15日（土）は、戦没者を
追悼し平和を祈念する日です追悼し平和を祈念する日です
　先の大戦で犠牲となったすべての方々を追悼し、平
和を祈念するため、正午に1分間の黙とうを捧げま
しょう。（サイレンが鳴ります、メロディは鳴りません）

【問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129

　真岡市では、積極的に男女共同参画推進の取り組
みを行っている事業者を表彰し、広く市民の方々や
事業者の皆さまに紹介します。
【対象】次のいずれかの取り組みを行っている市内の事業
　者　（企業、個人事業者、自治会、ＰＴＡ、市民団体等）
　①性別にとらわれない能力活用や職域拡大のため
　　の取り組み
　②仕事と家庭生活その他の活動との両立を支援す
　　るための取り組み
　③男女の人権に配慮した、働きやすいまたは活動
　　しやすい環境づくりのための取り組み
　④前各号に定めるもののほか、男女が共同して参
　　画することのできる環境づくりのための取り組み
【応募（推薦）方法】真岡市男女共同参画推進事業
　者表彰応募（推薦）書（様式第 1号）と事業者
　の概要が分かる資料を添えて、下記へ提出してく
ださい。
【応募（推薦）期間】7月1日から8月31日（必着）まで
【宛て先・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151　FAX83-4070

真岡市男女共同参画推進事業者真岡市男女共同参画推進事業者
表彰制度に応募（推薦）してください表彰制度に応募（推薦）してください
～自治会・市民団体等のみなさんも対象です～～自治会・市民団体等のみなさんも対象です～

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係　☎ 83-8131

【とき】8月 18日（火）・19日（水）
　各日午前 9時～午後 7時
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【対象】児童扶養手当受給資格者でひとり親家庭の
父または母、または両親に代わって児童を養育し
ている方
※一部支給停止除外届が 6月に送付された方は現
況届受付時に提出してください。
支給区分 月額手当額（平成27年4月から）
全部支給 42,000円
一部支給 9,910～41,990円

児童扶養手当の現況届受付児童扶養手当の現況届受付

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
  臨時職員募集臨時職員募集

【応募条件】Word、Excel の操作ができる方、普通
自動車免許を有する方　【募集人数】１人

【勤務時期】10月1日から（土・日曜日、祝祭日を除く）
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【勤務内容】業務の受付、シルバー会員への発注、
ならびに就業報告書の事務処理等

【勤務場所】シルバー人材センター事務局
【賃金】日額 6,240 円
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、8月
28日（金）までに事務局へ郵送、もしくは直接持
参してください。

【あて先・問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町111番地1
　真岡市シルバー人材センター　☎ 84-1110　　
　FAX84-1109

　　　　　　  皆さまの意見をお寄せください皆さまの意見をお寄せください　　
【パブリックコメント制度とは】市の政策について、案の段階で計画を公表し、市民の皆さまから意見を求め、提
　出された意見を十分考慮し、計画等に反映させる制度です。計画案とともに、提出された意見に対する市の考
　え方、修正の内容、反映できない理由を公表します。
【応募方法】ご意見と題名・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下記あて先へ直接、または郵送・ファクス・Ｅメー
　ルいずれかの方法でご応募ください。（下記の閲覧可能施設に備え付けの記入用紙または書式自由）
【その他】提出されたご意見等の概要（類似内容はまとめます）およびこれに対する市の考えは、後日ホームペー
ジで公表します。お預かりした個人情報は公表しません。また、個別の回答はできませんのでご了承ください。

真岡市パブリックコメント制度

【あて先・問い合わせ】    〒321-4395　栃木県真岡市荒町5191番地 （開庁時間8:30～17:15  土・日曜・祝日休み）
　産業環境部環境課環境計画係 ☎ 83-8241 FAX83-5896 　Eメール kankyou@city.moka.lg.jp
　（閉庁日の意見の提出は、市役所当直窓口でお預かりします）
※計画の詳細は環境課窓口、二宮コミュニティセンター、市公民館、各分館、ホームページで閲覧できます。

意見を募集する計画 第 2 次真岡市環境基本計画（案）
【計画作成の趣旨】本市の豊かな自然環境を守り育て、次世代へ引き継いでいくため、人と自然が共
生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能となる環境都市を目指し、市民、事業者、行政が連
携、協力しながら、自主的かつ積極的に環境の保全に取り組んでいくため、真岡市環境基本計画が
平成 17年２月に策定されました。
　　今回は、現行の計画期間が今年度をもって終了することから、環境に関する社会情勢の変化を踏
まえ、本市の環境施策をより一層効果的に推進していくため、第２次真岡市環境基本計画を策定す
るものです。

【計画の目的】第２次真岡市環境基本計画は、本市の環境保全に関する取り組みを総合的かつ計画的
に推進するための基本となる目標や施策の方針などを示すものです。

【計画の構成】この計画は次のとおり構成されています。①計画の背景と目的、②真岡市の環境の現
状と課題、③計画の基本的な考え方、④施策の展開、⑤計画の推進

【募集期間】8月 7日（金）～9月4日（金）必着

8/22（土）チケット一般販売8/22（土）チケット一般販売
真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

川井郁子とN響の仲間たち川井郁子とN響の仲間たち
【とき】11月 14日（土）
　午後 2時 30分開演　午後 2時開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 　S席 4,500 円
　A席 4,000 円　（前売り・当日とも）
　※未就学児入場不可
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
【チケット発売日】
　◆一般発売　8月22日（土）午前9時から（初日は
　　１人6枚まで）※市民会館の電話予約は午後1時から
　◆真岡市芸術鑑賞会先行販売　8 月 20 日（木）
　　午前 9時から（詳細はお問い合わせください）
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30～17:15、
日・月曜・祝日休み）　㈲暮田商会 ☎ 82-2611　
㈲えびはら ☎ 74-0075　金子電機真岡店 ☎ 82-
1200　FKDショッピングモール宇都宮インター
パーク店　2階 ☎ 028-657-6534

【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

【問い合わせ】真岡鐵道株式会社　 ☎ 84-2911

夏休みはSLに会いに行こう夏休みはSLに会いに行こう
キューロクサマーフェスティバルキューロクサマーフェスティバル
【とき】8月 23日（日）
　午前10時～午後6時
【ところ】SLキューロク館、
　真岡駅、情報センター４階
　SLコーナー

　ダンスやヒーローショ―など、楽しいイベントが盛
りだくさんです。
■ステージイベント
　11:00～12:00　イマキダンシング、真岡ミュージカル
■創造戦士「トチエイター」登場
　13:10 ～ 13:40　ヒーローショー＆握手会撮影会
　14:30 ～ 14:45　車掌車に乗って撮影会
■各種体験あり
　SL キューロク運行、SL と車掌車連結走行、情
報センター SLコーナー、ミニ SLの運行、レール
スター乗車体験、機関士・駅長制服貸し出し、５台
のSL撮影会、SL転車台の見学
■各種模擬店あり
　焼きそば、かき氷、ジュース、ビール　など

夕方の部夕方の部
■イベント広場ステージ
　15:00 ～ 18:00　バンド演奏、フラダンス　など
■ビール祭り 15:00 ～ 18:00　

昼の部昼の部

久保
記念館


