
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【4 月 18日（月）～ 4月 24日（日）放送内容予定】
◆ほっとステーションもおか
　トピックニュース、ようこそ市長室へ「真岡市
動植物実態調査について」、広報もおかTV「笑
顔をさがして（４月号）」など、もおかインフォ
「新しい課・係について」「根本山自然観察セン
ターからのお知らせ」

◆いちごショートケーキ　「平成 28年度真岡西
中学校入学式ダイジェスト」「高田山専修寺一
光三尊佛御復座開扉」◆コットンタイム　「真
岡市スポーツ少年団野球大会【準決勝・決勝】
※都合により番組内容や放送時間が変更になる場
合があります。電子番組表でご確認ください。

※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施設
への加入が必要となります。視聴の申し込みは、
宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎028-638-8092）

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

【掲載枚数・料金】①長形3号：9万枚　1枠 5万円 
　　　　　　　　 ②角形2号：3万枚　1枠 5万円
【サイズ・枠数】①長形3号：縦4㎝×横10cm 4枠

②角形2号：縦7cm×横20㎝ 3枠
【掲載期間】6月ごろからおおむね 10カ月
【募集期間】4月 1日（金）～ 4月 28日（木）
【申し込み】市ホームページにある「真岡市封筒広
　告の募集」をご覧ください。

【問い合わせ】　総務課総務文書係 ☎ 83-8106　FAX82-1065

真岡市真岡市のの封筒封筒にに広告広告をを募集募集

市税等市税等のの納付納付をを安心安心でで便利便利なな
口座振替口座振替にしませんかにしませんか

安心 安心 

　お申込みいただいた方先着 200人に、レジカゴ
バッグをプレゼントします。
【口座振替対象市税等】※普通徴収に限る
　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保
　険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育
　料、墓地管理手数料、住宅使用料、上下水道料
【申し込みに必要なもの】通帳、通帳届出印
【申し込み】市役所納税課、二宮支所税務収納窓口係、
　金融機関
【その他】口座振替開始までには約 2カ月かかりま
　す。口座振替開始時には、ハガキで案内がありま
　す。金融機関で申し込みをされた方は、依頼書の
　控えを下記申込先へ持参してください。レジカゴ
　バッグを進呈します。（1世帯 1個まで）
 【申し込み・問い合わせ】
　納税課納税係 ☎ 83-8115 FAX83-6205 

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
（二宮地区）（二宮地区）

　生後 91日以上の飼い犬は、生涯 1度の登録と年
1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられていま
す。最寄りの会場で実施してください。
　なお、真岡地区は 5月に実施予定です。
【とき・ところ】4 月16 日（土） 

8:30 ～ 8:50 上谷貝公民館
9:00 ～  9:20 野外活動センター
9:30 ～  9:50 谷貝新田公民館
10:00 ～10:20 堀込公民館
10:30 ～10:40 大道泉公民館
10:50 ～11:20 長沼会館
11:30 ～12:00 長島公民館
13:10 ～ 13:40 石島公民館
13:50 ～14:10 程島公民館
14:20 ～14:30 境公民館
8:30 ～ 8:50 上大曽公民館
9:00 ～  9:20 下大曽公民館
9:30 ～  9:40 青田南公民館
9:50 ～10:10 古山公民館
10:20 ～10:40 上江連公民館
10:50 ～11:10 鷲巣公民館
11:30 ～12:00 西木戸公園
13:10 ～ 13:40 どんとこい広場
13:50 ～14:10 大根田公民館
14:20 ～14:30 阿部品公民館

【とき・ところ】4 月17 日（日） 
8:30 ～ 8:40 上物井公民館
8:50 ～  9:10 西物井 1公民館
9:20 ～  9:40 東物井公民館
9:50 ～10:00 阿部岡集荷場
10:10 ～10:30 三谷公民館
10:40 ～11:00 水戸部公民館
11:10 ～11:30 高田公民館
11:40 ～12:00 原分公民館
13:10 ～13:40 二宮保健センター
13:50 ～14:20 JA二宮支店砂利駐車場
8:30 ～ 8:50 横田公民館
9:00 ～  9:10 大和田公民館
9:20 ～  9:40 沖公民館
9:50 ～10:00 北鹿公民館
10:10 ～10:30 西鹿公民館
10:40 ～11:00 桑ノ川公民館
11:10 ～11:20 下原公民館
11:30～12:00 物部会館
13:10 ～13:40 旧二宮公民館跡
13:50 ～14:20 久下田公園

【料金】登録（生涯 1回）3,000 円
　　　 注射（毎年 1回）3,300 円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）
【注意】狂犬病予防注射は、6月 30日までに接種す
ることになっています。今回受けられない場合は、
個別に動物病院で接種してください。（個別注射
料金は各病院へお問い合わせください）

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

真岡市総合運動公園真岡市総合運動公園
子ども広場子ども広場ががオープンオープンしますします
　4月23日（土）午前10時か
ら総合運動公園子ども広場の完
成記念式典と風船飛ばしなどの
セレモニーを実施します。式典
後、遊具施設を開放しますので、
ぜひお越しください。
【ところ】総合運動公園（真岡市小林 1900 番地）
【入場料】無料
※車でお越しの方は、陸上競技場の駐車場をご利
　用ください。
【問い合わせ】 スポーツ振興課（総合体育館内）
　 ☎ 84-2811　 FAX84-6258

真岡発電所建設計画真岡発電所建設計画
環境影響評価書の縦覧環境影響評価書の縦覧

　株式会社コベルコパワー真岡による真岡発電所建
設計画について、環境影響評価書の縦覧を下記のと
おり実施します。
【縦覧期間】4月 15日（金）～ 5月 16日（月）
　午前8時30分～午後5時15分（土日・祝日を除く）
【縦覧場所】環境課（市役所本庁舎 3階）
【その他】株式会社神戸製鋼所のホームページから
　も、評価書を閲覧することができます。
　http://www.kobelco.co.jp/assessment/　　
　moka/index.html
【問い合わせ】
　株式会社コベルコパワー真岡
　〒 141-8688　東京都品川区品川 5-9-12
　☎ 03-5739-5829
　環境課環境保全係 ☎ 83-8125　FAX83-5896

栃木SCを栃木 SCを「プレミアシート」「プレミアシート」で応援しませんかで応援しませんか
　栃木サッカークラブ（栃木SC）ホームゲームの観戦者を募集します。
【プレミアシート観戦特典】①VIP ラウンジの利用　②スタジアム内の駐車場が利用可能　③各試合 1組（2
人）が観戦可能　※希望者が多い場合は抽選です。（抽選結果は後日通知します）

【申し込み】観戦希望者は、希望する下表の試合いずれか１つを選び、必要事項を記入し、スポーツ振興課
へ電話 (平日午前 9時～午後 5時 15分）、FAX、Eメールにて申し込みください。

【必要事項】①観戦希望者の氏名、郵便番号、住所、年齢　②人数（1組２人まで）
　③必ず連絡の取れる電話または FAX、Eメール ④駐車場利用の方は、車種、色、ナンバー
【受付期間】4月 18日（月）～ 4月 25日（月）　
【ところ】栃木県グリーンスタジアム
【試合日程・対戦相手・時間】 5/15（日） 対　グルージャ盛岡　13:00～

6/26（日） 対　 FC琉球　17:00～
7/24（日） 対　ブラウブリッツ秋田　17:00～
9/18（日） 対　SC相模原　（時間未定）
10/16（日） 対　福島ユナイテッドFC（時間未定）
11/13（日） 対　AC長野パルセイロ（時間未定）

【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258 　Ｅメール sports@city.moka.lg.jp

　真岡市の公共交通のあり方について、市民の方か
らのご意見等を反映させるため委員を公募します。
【公募委員数】5人程度　
【任期】平成 30年 2月 11日まで（2年間）
【応募条件】①地域公共交通に興味関心があり、新
たな公共交通網の構築や公共交通の利用促進策の
検討にご協力いただける方　②市内に引き続き 1
年以上住所を有する 20歳以上の方　③平日昼間
の会議に出席できる方（年 3回程度）

【応募方法】任意の用紙に、下記の必要事項を記入
して、持参または郵送してください。FAX、Eメー
ルでも受け付けします。

【必要事項】応募の動機、氏名、年齢、性別、職業、
　住所、電話番号　【応募期限】4月22日（金）必着
【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　総務部企画課企画調整係 ☎ 83-8102　FAX83-5896
　Eメール kikaku@city.moka.lg.jp

真岡市地域公共交通活性化真岡市地域公共交通活性化
協議会委員協議会委員をを公募公募

市民意向調査市民意向調査ににご協力ご協力くださいください
　市民の皆さまの市政に対するご意見やご要望など
を、これからのまちづくりに反映させるため、「市
民意向調査」を実施します。
　市内在住で 18歳以上の 3,000 人の方を無作為に
選び、調査票をお送りしますので、調査票が届いた
方は、ご協力をお願いします。
【提出期限】5月 11日（水）までに投函

【問い合わせ】 企画課企画調整係 ☎83-8102 FAX83-5896

≪4月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

27日
（水）

13:00 ～ 15:00 真岡病院

15:40 ～ 16:30 栃木銀行
真岡西支店

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122　FAX 83-8619

平成28 年度戦没者慰霊祭開催
地区 とき ところ  ※（  ）内は雨天時
山前
地区

4月 18日（月）
午前 10時～

山前小学校内忠霊塔前
（山前農村環境改善センター体育館）

大内
地区

4月 18日（月）
午後1時 30分～

大内資料館敷地内忠魂碑前
（大内農業構造改善センター体育館）

真岡
地区

4月 19日（火）
午前 10時～

真岡市城山公園敷地内忠魂碑前
（真岡市付属体育館）

中村
地区

4月 19日（火）
午後1時 30分～

中村小学校内忠魂碑前
（中村農村環境改善センター体育館）

二宮
地区

4月 20日（水）
午後1時 30分～ 生涯学習館 多目的ホール

ご来場の際は「戦没者慰霊祭案内通知」を持参ください。
【問い合わせ】
　社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943 FAX83-8554

久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
ご案内人の方へプレゼントご案内人の方へプレゼント
　真岡市外にお住まいの友人や親戚の方などと一緒
に、久保記念観光文化交流館に来館された市内在住
の方に、特製「版画しおり」をプレゼントします。
　来館の際に久保記念館（観光案内所）に申し出て
いただき、それぞれの住所の証明となるものをご提
示ください。（なくなり次第終了となります）

もおかもおか
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【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

5/29（日） 対　セレッソ大阪U-23　13:00～
7/10（日） 対　Y.S.C.C横浜　 17:00～
  8/7（日） 対　FC東京U-23　17:00～
9/25（日） 対　ガンバ大阪U-23　（時間未定）
10/30（日） 対　カターレ富山（時間未定）


