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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【5 月 23日（月）～ 5月 29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「子育て
世代包括支援センターの開設」、広報もおかTV
「わが家の天使たち（5月号）ほか」など、もお
かインフォ「子育て世代包括支援センターの事
業」「コラボーレもおか」
◆いちごショートケーキ「いちごまつり2016」
◆コットンタイム「リスフェス2016ロックフェ
スティバル」※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

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

平成 28 年度平成 28 年度
普通救命・上級救命講習会普通救命・上級救命講習会
実施日 場所 定員 講習種別
6/5（日） 真岡西分館 30人 普通・再
7/10（日） どんとこい広場 30人 普通・再
8/7（日） 茂木町町民センター 20人 普通・再
8/21（日）真岡市総合福祉保健センター 20人 上級
10/16（日） 芳賀分署 多目的室 30人 普通・再
11/13（日）市貝町役場2階 大会議室 30人 普通・再
2/5（日） 益子分署 会議室 30人 普通・再
3/12（日）真岡市総合福祉保健センター 30人 普通・再
【普通救命講習・再講習】時間：午前 9時～正午、
受講料：無料

【上級救命講習】時間：午前9時～午後 6時
　受講料：テキスト代
　芳賀地区消防本部ホームページで約1カ月前より掲載予定
※受け付けおよび問い合わせは最寄りの消防署にご
　確認ください。
【問い合わせ】真岡消防署 ☎82-3161 FAX82-3722

『真岡さつき祭り』開催
【とき】6月2日（木）～5日（日） 
　午前9時～午後5時
【ところ】井頭公園 緑の相談所展示場
【内容】さつきの展示
【主催】真岡さつき愛好会
【問い合わせ】
　商工観光課観光係 ☎ 83-8135 　FAX83-0199

　親同士が交流しながら、子育てに必要な知識やス
キル等を学ぶ「親学習プログラム」を効果的に活用
できる指導者を養成するコースです。
【とき】6月 1日（水）、23日（木）、7月 4日（月）、
15日（金）（全４回）　午前 10時～午後 4時

【ところ】栃木県総合教育センター（宇都宮市）
【対象】①地域で家庭教育支援に携わっている方
　②家庭教育支援に関心がある方
【申し込み】5月 26 日（木）午後５時までに、下
記へ電話で申し込みください。

【その他】① 3回以上の出席者に修了証を贈呈
　②生後 6カ月～未就学児を対象に託児を実施
　③修了後は、修了生で組織した「スマイルネット」
　に加入し、親学習プログラム指導者として活躍可

家庭教育支援プログラム指導者研修家庭教育支援プログラム指導者研修
親学習プログラムコース親学習プログラムコース受講者募集受講者募集

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151　FAX83-4070（日曜・祝日休み）

　社会教育委員兼公民館運営審議会委員（任期2年）
の任期満了に伴い、委員を公募します。この委員は、
社会教育に関する諸計画の立案ならびに助言、公民館
の各種事業の企画立案について調査審議を行います。
【募集委員数】4人
【応募条件】以下の条件すべてに該当する方
　①年齢25歳以上の方（ただし学生は除く） 
　②真岡市内に引き続き1年以上住所を有する方 　
　③平日の昼間の会議（年4回程度）に出席できる方
【任期】平成 28 年 7 月 15 日から平成 30 年 7 月
　14日までの 2年間
【応募方法】「真岡市の生涯学習事業について」の
　テーマで 600 字程度にまとめた作文と必要事項
　（住所・氏名・性別・年齢・電話番号・職業・社
　会教育活動等の経歴・応募の動機）を明記し、
　下記まで申し込み。FAXでの受け付けも可。
　※応募いただいた申込書は返却しません。
【応募締切】6月 10日（金）必着
その他】選考結果は、7月上旬までに応募者へ通知
【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町1201
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

真岡市社会教育委員兼真岡市社会教育委員兼
公民館運営審議会委員公民館運営審議会委員をを公募公募

【問い合わせ】
　環境課清掃係 ☎ 83-8126 FAX83-5896

5/225/22（日）（日）春季春季市内一斉清掃市内一斉清掃
【内容】公共の場所（道路、河川、公園など）の清
掃をお願いします。

【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）②空き缶・
空きビン ③雑草・木の枝 ④その他 の４種類

※午前９時までに指定の集積場所に出してください。
※もえるごみ、空き缶、空きビンは、必ず透明ま
たは半透明の袋に入れて出してください。
※真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティア袋
（ピンク）は使用しないでください。
※雑草・木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れ
るか、束ねて縛って出してください。

【その他】雨天時は 5月 29日（日）に延期
　延期・中止の場合のみ、午前7時に防災無線で周知

第 44回第 44回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】5月22日（日）午前8時～10時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【内容】初カツオ、人気の銀鮭の特売、好評しじみ汁の
無料配布、1,000円以上の購入の方に粗品プレゼン
ト（数量限定）、市場特製イカ入り焼きそば販売など

【その他】開放デーで一緒にお菓子や雑貨などを販
　売する出店者を募集しています。
【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会 
　☎ 82-8585  FAX 84-0225

平成 28年度平成 28 年度真岡市職員真岡市職員をを募集募集
（職種：土木・建築事務）（職種：土木・建築事務）

【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課人事給与係
　☎ 83-8099　FAX82-1065

【募集人数】3人程度
【受験資格】昭和62年4月2日以降に生まれた方で、
高等学校卒業以上の学歴を有し、土木課程、また
は建築課程を履修して卒業した方（平成29年3
月卒業見込みの方を含む）
　※ただし、平成29年3月に高等学校を卒業する方、
　　日本国籍を有しない方、地方公務員法第16条（欠
　　格条項）に該当する方は受験できません。
◇試験案内の配布
　　市役所案内窓口、総務課（本庁舎 2階）また
は二宮支所で案内を配布します。市ホームページ
からも印刷できます。案内を郵送で請求する場合は、
あて先明記の返信用封筒　（A4･角2サイズで120円
切手を貼付）を同封し、下記まで請求してください。
◇受験申込方法
　　案内に添付してある採用試験申込書に必要事項
を記入し、5月 27日（金）までに下記へ提出。
　郵送の場合は、封筒の表に「職員採用試験申込」と
朱書し、書留など確実な方法で送付してください。
◇試験方法
　■１次試験：筆記試験・適性検査
　　【とき】7月3日（日）　【ところ】市公民館
　■２次試験：作文・面接試験（１次試験合格者のみ）
　　【とき】7月19日（火）予定【ところ】市役所

エイズ検査がエイズ検査が
無料で受けられます無料で受けられます

【とき】6月 7日（火）午後 5時～ 7時
【ところ】栃木県県東健康福祉センター
　（真岡市荒町 2-15-10）
【内容】HIV（エイズウイルス）即日検査
【結果通知】陰性の場合：採血後約 40分
　陰性以外の場合：約 1週間後（要来所）
【費用】無料
【申し込み】予約不要。当日直接お越しください。
【その他】正しい検査のためには、感染の機会から
12週間以上経過していることが必要です。また、
梅毒の同時検査も受け付けます。

◆その他の保健所実施検査◆
　①エイズ・梅毒・性器クラミジア・淋菌検査・肝
　炎ウイルス検査（予約不要）

　　⇒毎週火曜日　午前 9時～ 10時
　②風しん抗体検査（要予約）
　　⇒毎週火曜日　午前 11時～正午
【問い合わせ】
　栃木県県東健康福祉センター健康対策課感染症予防
　☎ 0285-82-3323
　健康増進課 健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

「平成28年経済センサス-活動調査」「平成28年経済センサス-活動調査」
実施中実施中

　平成28年６月１日を期日として事業所を対象に
実施する、経済センサス‐活動調査は、我が国にお
ける産業構造を包括的に明らかにすることを目的と
する政府の重要な調査で、｢統計法 ｣に基づいた回
答義務のある基幹統計調査です。
　ご協力、ご回答をよろしくお願いいたします。
◆調査票に記入した内容は、統計作成目的以外に使
　われることはありません。
◆調査員は、県から任命を受けた非常勤の公務員です。
　調査に関する守秘義務が課せられています。
◆オンライン回答もご利用できます。回答期限は６月
　７日（火）までです。ぜひご活用ください。
【かたり調査にご注意ください！】
　経済センサス‐活動調査を装った不審な訪問者や不
審な電話・電子メールなどにご注意ください。調査員
は必ず調査員証を身に付けておりますのでご確認くだ
さい。また、金品を請求したりすることはありません。

　調査の詳細は、総務省HP　http://e-census-syougyo.
stat.go.jp/まで。
 【問い合わせ】
　企画課統計係 ☎ 83-8109　FAX83-5896

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
愛称 投票受付中愛称 投票受付中

【愛称候補】①ルポゼ歴史館
　②パティオ de ＭＯＫＡ
　　（ぱてぃお で もおか）
　③さだじろう記念館 
　④カルアもおか
　⑤ツジロク（辻六）
【投票資格】久保記念観光文化交流館に来館された方
　※１人 1票
【投票方法】久保記念館内にある投票用紙に必要事
項を記入し、館内設置の投票箱へ直接投票
　※決定した愛称に投票された方の中から抽選により、
　　10名様に記念品を贈呈します。
【投票期限】6月 30日（木）


