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第6回 SLフェスタ第6回 SLフェスタ開催 開催 デゴイチがやってきた !!
　今年のＳＬフェスタの見どころは、「Ｄ 51」のお披露目です。新キャラクターもお
かぴょんも登場し、イベント盛りだくさんの一日です。
【とき】11月 29日（日）午前10時～午後4時
【ところ】真岡駅東口、情報センター、ＳＬキューロク館
　　　　　※一般駐車場は旧福田屋百貨店真岡店駐車場をご利用ください。
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■イベント■
  9:30 Ｄ 51-146 号移設記念式典
10:00 ＳＬフェスタ

 山車屋台ぶっつけ、神輿渡御、バルーンショ―、
 ヒーローショー、プロレスショ―、コスプレ 
 コンテスト 

15:28 6 台のＳＬ撮影会
■体験■
もおか観光コンシェルジュによる SLミュージア
ムガイド、レールスター乗車、SLプレート拓本
刷り、駅長・機関士制服貸出、ミニ SL運行、プ
ラバンストラップ作成、ＳＬフェスタ写真展
■模擬店■
わたあめ、焼きそば、焼き鳥、鳥汁、モツ煮、煮
いか、中華料理、黒カレーうどん など各種模擬
店多数出店

■交通規制■
　真岡駅前通り（右下図■）
の交通規制を行います。
う回にご協力ください。
【規制時間】
　午前 10時～午後 2時
■路線バスう回対象停留所■
●東野交通☎ 82-2151
　水橋線：日赤入口、真岡駅前、
　　　 台町
●関東自動車☎028-634-8133
　田町、日赤入口、真岡駅前、
　真岡駅入口

【問い合わせ】　真岡鐵道㈱　☎ 84-2911　商工観光課観光係　☎ 83-8135

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集

【申し込み・問い合わせ】
　総務課人事給与係 ☎ 83-8099　FAX82-1065

●臨時職員 4人　【勤務場所】税務課　
【勤務時期】平成 28年 1月 5日～ 3月 31日
　※ 14日間を試用期間とする。
【応募条件】①パソコン操作ができる方 ②普通自動
車免許を有し、自家用車で通勤のできる方

【勤務内容】一般事務補助および確定申告補助
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
【手当等】通勤手当2㎞以上該当（上限月額7,100円）
健康保険、厚生年金、雇用保険加入　

【賃金】日額 6,240 円　【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、資格証の写しを添えて、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）

市議会 ≪12月市議会 ≪12月のの日程≫日程≫

12月

1日（火）議場コンサート　9：10～開会 10：00～
7日（月）質疑・一般質問 10：00～
8日（火）質疑・一般質問 10：00～
9日（水）質疑・一般質問（予備日）10：00～

10日（木）常任委員会（民生文教・産業建設）10：00～
11日（金）常任委員会（総務）10：00～
15日（火）閉会10：00～

【問い合わせ】議事課☎ 83-8176 FAX83-8714

議場コンサート議場コンサートをを開催開催
　市議会では、議場でコンサートを開催します。皆
さまのご来場をお待ちしております。
【とき】12月１日（火）　午前9時10分～9時40分
　（受付午前 8時 40分から）
【ところ】真岡市役所　市議会議場
【内容】三人組ユニット「声楽アンサンブル dolce」
による合唱

　※午前 10時から本会議が始まります。

栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校
体験学習体験学習をを開催開催しますします

【とき】12月17日（木）午前9時30分から受付
　午前 9時 50分から自由参観
【ところ】栃木県立益子特別支援学校
　※校舎南側に駐車してください。
◆小学部公開授業：通常の学習
　日頃の授業の様子をご覧ください。
◆中学部公開授業：クリスマスコンサート
　心を込めた演奏をお聴きください。
◆高等部公開授業：農業・工業作業学習
　社会人を目指し、知識や技能を身につける学習を
　しています。
【問い合わせ】栃木県立益子特別支援学校
　（益子町七井 3650）☎ 72-4915
　真岡市教育委員会 ☎ 83-8181 FAX83-8080 

　平成26年 4月の消費税率引き上げに伴う影響を
緩和するため、対象の方に臨時福祉給付金を支給し
ます。支給対象者として見込まれる方には平成27
年8月下旬に案内および申請書をお送りしています。
　支給を受けるには申請が必要となりますので、申
請書をよくご確認のうえ、お早めに申請ください。
　なお、支給要件を満たすが案内が届いていないと
いう方は下記までお問い合わせください。
【支給額】1人につき 6,000 円
【支給要件】平成 27年度の市民税が非課税の方
　（課税者の被扶養者や生活保護受給者等は除く）
【受付期限】平成 28年 2月 1日（月）まで
　（土日・祝日を除く午前8時30分～午後4時30分）
【受付会場】市役所本庁舎 1階会議室

【問い合わせ】
　真岡市臨時福祉給付金申請受付窓口　☎81-3500

臨時福祉給付金臨時福祉給付金のの申請申請はは
お済みですかお済みですか

市道市道のの補修補修についてについて
　市道の管理は、パトロールを実施して、道路の舗
装、路肩、側溝等の破損の補修に努めています。
　市民の皆さまが破損を発見された際は、お手数で
も建設課にご連絡ください。ご協力をお願いします。
【問い合わせ】
　建設課維持係 ☎ 83-8148　FAX83-6240

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117　FAX83-8514
二宮支所市民窓口係　☎74-5002　FAX74-1250

市民課窓口・二宮支所市民課窓口・二宮支所
住基ネット業務住基ネット業務のの停止停止についてについて
　住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）
の業務アプリケーション適用作業を下記日程で実施
します。当日は住基ネットを利用した手続き（住民
票の広域交付、住基カードの発行、住基カードを使
用する転入・転出等）が利用できません。ご不便を
お掛けします。
【日程および対象窓口】
　12月4日（金）：市役所市民課・二宮支所
　12月7日（月）午前８時30分～正午：二宮支所

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117　FAX83-8514

マイナンバー（個人番号）のマイナンバー（個人番号）の
通知カードは受け取りましたか通知カードは受け取りましたか
　「通知カード」は、市民の皆さまの住民票の住所
地に、世帯ごとに簡易書留でお届けしています。
　配達時、ご不在の場合は「簡易書留ご不在連絡票
（マイナンバー専用）」が入りますので、郵便局での
保管期間内（原則１週間）に、「簡易書留ご不在連
絡票」に基づき、再配達や郵便局窓口での受け取り
などの手続きをしてください。
　一定期間、真岡郵便局で保管していますが、保管期
間を過ぎて受け取りがなかった方の「通知カード」は、
真岡市役所の市民課に戻され、大切に保管しています。
　まだ、受け取られていない方は、真岡市役所の市
民課窓口にお問い合わせください。
■受け取られていない方の「通知カード」の受領方法■
　受け取りができなかった方の「通知カード」は、
市民課窓口でお渡しします。ご来庁の際には、次
のことにご注意ください。
■世帯主または住民票上の同一世帯員が受け取り
　に来る場合
　・「通知カード受取申請書兼受領書」の記入、提出
　・来庁される方の本人確認書類の提示
■上記以外の方（代理人）が受け取りに来る場合
　 ・ 受け取りを依頼した本人が記入した「通知カー
　　ド受取申請書兼受領書」の提出
　・申請者本人の本人確認書類の提示
　・代理人の方の本人確認書類の提示
　「通知カード受取申請書兼受領書」は、窓口で受け
取るか、市のホームページからダウンロードできます。

　メキシコ在住の画家、竹田鎭三郎の版
画、水彩などの約 50点を前後期に分け
て紹介します。
【とき】
　前期：12 月 2日（水）～平成 28年 1月 17日（日）
　後期：平成 28年 1月 20日（水）～ 2月 28日（日）
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
　（火曜日休館）　【観覧料】無料
【問い合わせ】 文化課文化振興係
　☎ 83-7731　FAX83-4070

第 6 回企画展第 6 回企画展
「竹田鎭三郎展」開催「竹田鎭三郎展」開催

チケット一般発売中　　　　
真岡市民会館自主事業　　　　

 坂本冬美コンサート
【とき】平成 28年 1月 16日（土）
　昼の部：午後2時開演
　夜の部：午後6時開演（各回 30分前開場）
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定（前売り・当日とも）S席5,000円、
A席4,000円　※未就学児入場不可

　※SS席は完売しましたが、S席（特に夜の部）は、
　残席が多数あります。
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
【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 ■ FKDショッピングプラザ宇都宮店2
階 ☎ 028-623-5269

【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）

　
　　　

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
　総務部総務課契約検査係☎83-8145　FAX80-5036
　※詳しくは市ホームページをご覧ください。
　http://www.city.moka.tochigi.jp/12,0,51.html

平成 28年度平成 28 年度
入札参加資格審査申請入札参加資格審査申請をを

追加受付追加受付
【受付対象】建設工事および測量・建設コンサル等
の入札参加資格審査を新規または追加で希望され
る方（27・28年度有資格者は申請不要）

【受付期間】平成28年1月8日（金）～ 1月22日（金）
【受付方法】郵送（書留・特定記録）を原則とする。
【提出書類】必要提出書類および記載方法等につい
ては、真岡市ホームページ「入札契約情報」で確
認してください。

【有効期間】平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3
月 31 日までの１年間、真岡市の入札参加有資格
者名簿に登載されます。

【備考】物品・役務提供の入札参加資格審査申請お
よび小規模工事契約希望者登録申請に関しては、
随時受付をしています。

 ■ ■ ■同日開催　真岡鐵道ＳＬイルミネーション 2015■ ■ ■ 
16:45 真若はしご乗り
17:00 真岡駅・SLキューロク館・SLイルミネーション 2015 点灯式
17:30 イルミネーションＳＬ出発


