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「もおか人・夢・未来フェスタ2015」「もおか人・夢・未来フェスタ2015」開催開催
【とき】11月1日（日）午前9時30分～午後3時30分11月1日（日）午前9時30分～午後3時30分
【ところ】真岡市民公園（雨天決行）【ところ】真岡市民公園（雨天決行）

一日楽しめる！ステージイベント（観覧無料）一日楽しめる！ステージイベント（観覧無料）
   9:30 オープニング　開会宣言
　　　 くれない太鼓演奏　
10:00 ダンスパフォーマンスコンテスト午前の部
　　　 Mischief BOYs パフォーマンス
11:15 真岡女子高等学校書道部パフォーマンス
　　　 真岡工業高等学校音楽部ジャズライブ
12:00 新イメージキャラクター「もおかぴょん」登場
12:30 スタンプラリー抽選会①
12:45 大川あけみ・北川かつみコンサート
13:30 Mischief BOYs パフォーマンス
13:40 ダンスパフォーマンスコンテスト午後の部
14:30 真岡ミュージカルパフォーマンス
15:00 ダンスパフォーマンスコンテスト表彰式
15:15 グルメグランプリ表彰式
15:30 スタンプラリー抽選会②・エンディング 【問い合わせ】　企画課企画調整係  ☎ 83-8102  

　真岡の魅力を発信！ステージあり、グルメあり、楽しい
ことが盛りだくさんのイベントです。ぜひお越しください。

市民対抗！もおかグルメグランプリエントリー団体市民対抗！もおかグルメグランプリエントリー団体
■■喜友会 ■国際交流協会 ■荒町1区（寿町）
■にのみや商工会青年部 ■西田井中央公民館
■旭町そば会 ■発見の豆家 ■鷲巣なかよし会
■真岡商工会議所青年部A ■ 同左B 
■JAはが野青壮年部真岡支部
グルメ・物販・団体ＰＲブースグルメ・物販・団体ＰＲブース
40 を超えるブースが会場を盛り上げます。
大道芸人のバルーンプレゼントもあります。

真岡市融資制度真岡市融資制度ののご案内ご案内
※下記の制度資金以外にも用途に応じた各種制度資金を用意しておりますので、お気軽にお問い合せくだ
　さい。条件など詳細については市のホームページでご確認ください。
制度名 用　途 限度額 返済期間 利率

運転資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金 1,000 万円
3年以内 1.3%
5 年以内 1.5%
7 年以内 1.7%

設備資金 機械器具等の購入、設備の改善、従業員の福利に
関する設備等の設備資金 2,000 万円

5年以内 1.5%
7 年以内 1.7%
10 年以内 1.9%

年末資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金 500 万円 翌年9月末日まで期日一括
または元金均等月賦返済 1.2%

【申し込み】市内金融機関（JA・労働金庫を除く）
　※ただし、年末資金の受付のみ 11月2日（月）～12月25日（金）まで（土・日曜日・祝日は除く）
【問い合わせ】 商工観光課商業係  ☎ 83-8643 FAX83-0199

市内中小企業者等が近代化を図り、体質の改善や経
営の合理化等を行う際に、ぜひご利用ください。

第 20回　第 20 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 8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）
【出演団体（出演順）】
《午前 9時 30 分ごろ》くれない太鼓（西真岡保育
園和太鼓研究会）、尊徳太鼓保存会、童楽鼓（せ
んだん幼稚園）《午前 10 時 30 分ごろ》箏桜会、
オカリーナもおか、二宮笛の音楽隊《午前 11 時
30 分ごろ》小学校合同合唱団B、True Hills、コー
ルさくら、舞ケ丘合唱団、童謡・唱歌を楽しむ会、
真岡市民合唱団、真岡女子高等学校合唱部《午後
1時 10 分ごろ》小学校合同吹奏楽団、中学校合
同吹奏楽団《午後 2時ごろ》特別演奏～N響メ
ンバーによる木管三重奏～《午後3時 20分ごろ》
高校吹奏楽バンド、真岡工業高等学校音楽部、真
岡市民交響楽団、真岡ウインドオーケストラ

【問い合わせ】真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）
　 ☎ 83-7731 FAX 83-4070（日・月曜・祝日休）

市外在住の方は申し込みが必要です
【対象】本市出身（旧二宮町含む）で平成27年9月
30日までに転出手続きをした方のうち、平成28年
1月10日（日）の真岡市成人式（会場：真岡市民会館）
に参加希望の方（H7.4.2 ～ H8.4.1 生まれの方）

【申し込み】11月 28日（土）までに、氏名、生年月日、
案内状の送付先住所、世帯主、電話番号、出身中
学校を生涯学習課へご連絡ください。（Eメール
申し込み可）

【その他】10月 1日現在で真岡市に住民登録してい
　る方には、11月上旬までに案内状を送付します。
　案内状が届かない場合はご連絡ください。

真岡市成人式に参加される方へ

【申し込み・問い合わせ】
〒 321-4305 真岡市荒町1201番地　
生涯学習課（日曜･祝日休）☎82-7151  FAX83-4070 
E ﾒｰﾙ： gakusyuu@city.moka.lg.jp

新成人の感想文を募集中！
【応募資格】平成 28年成人式の対象者
【内容】「成人を迎えるにあたって」の夢
　や希望、心構えなどについて
　※ 400字原稿用紙 3枚程度（書式自由）
　※入選者には賞状と記念品を贈呈します。
【締め切り】11月 20日（金）

歯周疾患検診歯周疾患検診でで
　歯　歯のの健康健康をを守ろう！守ろう！
【実施期間】11月30日（月）まで　※休診日を除く
【対象】平成 27 年度中に 40 歳、50 歳、60 歳、
　70 歳を迎える方で、自分の歯がある方
　※対象者には、歯周疾患受診券を郵送します。
【検診内容】①口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口
の中の清掃状況など） ②歯周ポケット(歯肉からの
出血や、歯石の有無など )　【自己負担金】400 円
　※受診したときに、医療機関に支払ってください。
　※平成 27年度中に 70 歳を迎える方は無料です。

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619

【ところ】久保記念観光文化交流館　観光まちづくりセンター
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】5日・19日（木）午前 10時から　
【参加料】実費負担
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】  12 日・26日（木）午前 9時 30分から
【料金】1,500 円
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】1日・15日（日）午前 11時から
【入場料】無料

  111月1月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

　クリスマスイベント『サンタと遊ぼう（今年度は12/12
に実施予定）』で、子どもたちと一緒に遊びます。実行委
員は、その事業の企画・運営を行うボランティアです。
【対象】高校生ならどなたでも
【実行委員会】11月 7日（土）午後 6時から
　市公民館 第 7会議室　
【申込期限】11月 6日（金）まで。電話・FAX・Eメー
　ルで申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜 ･祝日休）
　Eメール  gakusyuu@city.moka.lg.jp

　2015 年度サンタと遊ぼう   
  実行委員募集！  実行委員募集！

20152015サンタサンタのの贈贈りり物物募集募集
　ご家庭で用意していただいたプレゼントをサンタ
クロースが皆さんの自宅へお届けします♪
　☆今年は 12月 24 日（木）にお届けします！
【対象】市内在住の小学１年生以下のお子さんが
　いる家庭 　先着 100件
【申込期間】10月 30日（金）～ 11月 13日（金）（金）～ 11月 13日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時（日曜・祝日除く）・祝日除く）
【申込方法】専用の申込用紙 (市公民館および各分
館に用意、市ホームページからもダウンロード可 )
に必要事項を記入し、下記へ直接お持ちください。
電話・FAX・Eメールでの受付はできません。
※プレゼントの受付は12月に入ってからです。申し
込みの際にお持ちにならないよう、ご注意ください。
■「サンタの贈り物」配達ボランティア募集！
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きません
か。詳細は下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】「サンタの贈り物」実行委員会事務局
　生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会
臨時職員募集臨時職員募集

【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会 
　☎ 82-8844　FAX82-5516
　ホームページ http://www.moka-shakyo.com

●一般事務補助　1人 
【勤務場所】真岡市社会福祉協議会事務局
【勤務期間】平成 28年 2月 1日（月）から
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【賃金】日額 6,240 円　
【応募条件】福祉活動に意欲がある方
【選考方法】書類選考、面接試験（12月 16日（水））
【出願期間】11月 2日（月）～ 30日（月）
　※土・日曜・祝日を除く
【申し込み】職員採用申込書（当協議会ホームペー
ジからダウンロードできます）、履歴書（A4判ま
たはA3判二つ折り）に必要事項を記入し、下記
へ本人が直接持参（受付時間午前9時～午後５時）

　市では平成 29 年度から健康づくり計画として　市では平成 29 年度から健康づくり計画として
「真岡市健康 21 プラン（2 期計画）」を策定しま「真岡市健康 21 プラン（2 期計画）」を策定しま
す。市民の方々の健康に関するご意見を伺うため、す。市民の方々の健康に関するご意見を伺うため、
2,000 人の方を対象に健康意識調査（アンケート）2,000 人の方を対象に健康意識調査（アンケート）
を実施します。調査用紙が届いた方は、趣旨をご理を実施します。調査用紙が届いた方は、趣旨をご理
解の上、ご協力をお願いします。解の上、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

「真岡市健康21プラン（2期計画）」「真岡市健康21プラン（2期計画）」
に関する健康意識調査のご協力のお願いに関する健康意識調査のご協力のお願い

【申し込み・問い合わせ】福祉課地域支援係　☎83-8132

介護巡回相談介護巡回相談
　介護や認知症の対応などでお困りなことがありま
したら、個別相談も受け付けます。　※予約制
【とき】11月 18日（水）　①午前 9時 30分から 
　②午前 10時 15分から ③午前 11時から
【ところ】山前農村環境改善センター　研修室　

芳賀郡市医師会市民公開講座芳賀郡市医師会市民公開講座
最新最新のの感染症セミナー開催感染症セミナー開催
～最新の感染症について手洗いの実技を含めて～～最新の感染症について手洗いの実技を含めて～
　ノロ、ロタ、新型インフルエンザ、MERSなど、
私たちを取り巻くウイルスは多種にわたり、さらに
変異しています。この機会に感染症の予防法を学びま
しょう。当日は、手の洗い残しチェックや家庭での備
蓄品コーナーがあります。
【とき】11月 8日（日）午後 1時～ 2時 30分【とき】11月 8日（日）午後 1時～ 2時 30分
【ところ】生涯学習館（旧二宮文化会館）【ところ】生涯学習館（旧二宮文化会館）
【講師】独立行政法人国立病院機構宇都宮病院院長【講師】独立行政法人国立病院機構宇都宮病院院長
　沼尾 利郎 先生　【入場料】無料　沼尾 利郎 先生　【入場料】無料
【問い合わせ】芳賀郡市医師会　☎ 82-3185
　健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121 FAX83-8619

もおかぴょん、
コットベリー、
とちまるくんに
会える！オリジ
ナルグッズもあ
るぴょん★

新イメージキャラクター
「もおかぴょん」


