
　【問い合わせ】真岡いちごまつり実行委員会事務局　（農政課）☎ 83-8139 FAX83-6208
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 いちご狩りの申込受付は終了しました！
※いちごまつりに伴い、市公民館二宮分館会議
　室および図書館、コラボーレもおかは休館です。
※内容については、市のホームページでもご覧
いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

●会場までの案内図●真岡真岡いちごまつりいちごまつり
           2016            2016 開催開催
【とき】5月 15日（日）
　午前9時～午後2時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 
　（石島 893-15）
【イベント】いちご狩り以外にも楽しいイベントが
　盛りだくさん。　◇お楽しみビンゴゲーム　
◇新鮮農産物販売　◇いちご横丁　
◇お楽しみアトラクション　◇いちごキング決定
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真岡
地区

8:30 ～ 9:20 県東健康福祉センター
8:30 ～ 9:00 大田山公民館
9:30 ～10:00 別雷神社（西郷）
9:20 ～10:10 亀山公民館
10:10～10:40 西の台公園
10:30～11:00 城山公園
11:00～11:40 東郷公民館
11:10～11:30 田町第 4公民館

山前
地区

8:30 ～ 9:10 西田井駅前
9:20 ～ 9:50 西田井谷中公民館
10:10～10:40 根本青谷農産物加工所
11:00～11:30 南高岡公民館

中村
地区

13:00～13:20 なかむら珠算塾（長田）
13:00～13:20 若旅公民館
13:00～13:20 勝瓜公園内東側
13:30～14:10 中村農村環境改善センター
13:30～13:50 三ツ谷公民館
13:30～14:10 長田公民館
14:20～14:50 北中農村研修センター
14:00～14:50 寺内駅前公民館
14:20～14:50 大沼公民館

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
　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。また、狂犬病予防注射については、必ず 6 月
30 日までに接種してください。
【料金】新規登録（生涯1回）3,000円、注射 3,300円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）

5 月14 日（土）

大内
地区

8:30 ～ 8:50 下鷺谷公民館
8:30 ～ 9:00 田島公民館
9:00 ～  9:20 上鷺谷公民館
9:10 ～  9:40 原町公民館
9:30 ～10:10 下籠谷公民館
9:50 ～10:10 京泉第 1公民館
10:30～11:30 大内農業構造改善センター
10:20～10:50 赤羽下公民館
11:00～11:30 清水第 1公民館

山前
地区

8:30 ～ 8:50 島第三公民館
9:00 ～10:00 山前農村環境改善センター
10:20～10:50 東大島公民館
11:00～11:30 東沼新境公民館

真岡
地区

13:00～13:50 西真岡公園（スーパーオオタニ北側）

13:00～14:00 熊倉公園（なかむらこどもクリニック南側）
13:40～14:10 真岡駅東口
14:00～14:50 高勢中央公園
14:10～14:50 真岡工業団地総合管理協会
14:20～15:00 市役所前

中村
地区 13:00～13:30 中原動物病院前

【注意】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

人・農地プラン人・農地プランのの更新更新
　地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」
の更新について、以下のとおり縦覧を実施します。
【期間】5月 9日（月）～ 20日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時（土日・祝日を除く）
【ところ】農政課（福祉産環部棟 2F）
【問い合わせ】農政課農政係 
　☎ 83-8137 FAX83-6208

もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【5 月 16日（月）～ 5月 22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「まちな
か保健室」、広報もおかTV「笑顔をさがして（5
月号）ほか」など、もおかインフォ「生活習慣
病健診」「真岡市情報化計画」
◆いちごショートケーキ「子ども生け花教室」「そ
ば打ち体験」◆コットンタイム「第16回真岡ラ
イオンズクラブ杯真岡市内野球大会1位リーグ」
※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

銃器銃器でで有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をを実施実施
　農作物被害の防止のため、カルガモ・カラスの駆
除を次のとおり実施します。
【とき】5月 25日（水）～ 5月 31日（火）
【対象区域】市内全域（住宅地等を除く）
【実施主体】ＪＡはが野
【問い合わせ】
JAはが野真岡地区営農センター ☎ 83-3311
JAはが野二宮地区営農センター ☎ 74-4115
農政課農政係 ☎83-8137　FAX 83-6208

【問い合わせ】文化課文化財係☎83-7731 FAX83-4070

～尊徳さんの田んぼで米づくり～～尊徳さんの田んぼで米づくり～
第6回   第6回   写真コンテスト開催写真コンテスト開催

＜募集概要＞   
【テーマ】『尊徳さんの田んぼで米づくり写真集』 
　今年の「尊徳さんの田んぼで米づくり体験」で
　行われる事業（田植え、除草、かかし作り、か
　かしコンテスト、稲刈り、おだがけなど）に関
　する写真を撮影してください。 　　　　　　　
【サイズ等】1人 2作品まで。四つ切またはワイド
　四つ切。カラー・白黒どちらでも可。組み写真
　は不可。応募票（事業を実施する際に配布、文
　化課窓口にも用意してあります）を貼付
【応募期間】 7 月 3 日（日）～ 10 月 21 日（金）
【応募先】二宮尊徳資料館まで持参または郵送（当
　日消印有効）、〒 321-4502 真岡市物井 2013-2、    
　☎ 75-7155、月曜日・祝日の翌日休館

　田植え、稲刈り、かかし作り、おだがけのある風景、
家族の笑顔など、昨年はいろいろな
テーマの作品が集まりました。今年
も皆さんの素晴らしい一瞬をとらえ
た作品をお待ちしています。

『普通救命講習』『普通救命講習』受講者募集受講者募集
　AED（電気ショック）を用いた心肺蘇生法など
救命に必要な応急手当の知識と技術を学びます。
【とき】6月 5日（日）午前 9時～正午
【ところ】市公民館 真岡西分館
【講習種別】普通救命講習・再講習　
【参加料】無料
【定員】先着 30 人
【申し込み・問い合わせ】真岡西分署 救急係
　 ☎ 83-2424

平成28年度平成28年度
農政課 新規事業のお知らせ農政課 新規事業のお知らせ

新規就農者育成確保新規就農者育成確保
支援事業【拡充】支援事業【拡充】

　新規就農者が就農時に係る初期投資額の一部を支
援します。
【対象者】認定新規就農者
【補助額】初期投資額の 30％または、360 万円の
　いずれか低い額
【支給条件】5年以上市内で営農が見込まれる方で、
　市税を完納している方（新規就農時 1回限り）

空き施設有効利用促進支援事業空き施設有効利用促進支援事業
（農業施設バンク）【新規】（農業施設バンク）【新規】

　空き農業施設（パイプハウスなど）を新規就農者
へつなぐ取り組みを開始します。
【対象者】認定新規就農者へ農業用施設を貸し付けた者
【補助額】農業用施設１メートルあたり 500円
【支給条件】新規就農者に 5年以上農業用施設を含
　めた農地を権利設定した者で、市税を完納してい
　る方（初回貸付時 1回限り）
【問い合わせ】農政課 農政係 
　☎ 83-8137 FAX83-6208

  いちご及び園芸作物のいちご及び園芸作物の
生産施設整備に伴う補助生産施設整備に伴う補助

　いちご生産用及び園芸作物（にら、トマト、なす、
アスパラガス、春菊等）のパイプハウス等を整備す
る経費の一部補助を実施します。
【対象者】①または②の条件を満たす方
　①いちご及び園芸作物を拡大する 65歳以下の農
　　業者、農業生産法人等
　②いちご及び園芸作物を新たに出荷する65歳以下
　　の農業者、農業生産法人等
　　（どちらも市内在住で、市税を完納している方）
【対象施設】
　いちご及び園芸作物の新規導入または生産規模拡
　大に必要な生産用パイプハウス等の施設
　（建替や附帯施設、育苗用施設は対象外）
【補助金額】
　施設の整備費用の10分の3以内（上限額：180万円）
【その他】詳細についてのお問い合わせやご相談は、
　下記窓口へお願いします。
【問い合わせ】農政課 園芸畜産係 
　☎ 83-8139 FAX83-6208

真岡市子ども・子育て真岡市子ども・子育て
会議委員を公募会議委員を公募

　真岡市における子ども・子育て支援に関する施策
の総合的かつ計画的な推進に関して、必要な事項お
よび当該施策の実施状況について調査・審議を行う、
真岡市子ども・子育て会議の委員を公募します。
【応募条件】①真岡市民で子育て中の保護者または
　子育て支援に関心がある方で積極的に意見をいた
　だける方 ②平日の昼間の会議に出席できる方（年
　2回程度） ③本市の他の審議会、協議会等の委員
　に就任していない方
【公募委員数】4人　【任期】3年
【応募方法】応募動機を800字程度にまとめ、氏名、
住所、性別、年齢、職業、電話番号を明記したも
のを下記へ持参または郵送してください。（FAX・
Eメールでも受け付けます。申込書は返却しません）

【応募締切】5月 27日（金）必着
【その他】選考結果は、6月中旬までに応募者へ通知
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市健康福祉部児童家庭課  ☎83-8131  FAX82-2340
　Eメール jidou@city.moka.lg.jp


