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ハチの巣ハチの巣にに注意注意しましょう！しましょう！
　建物の軒下、庭の樹木など敷地内の巣については、敷地内の巣については、
所有者や管理者に対応をお願いしています。所有者や管理者に対応をお願いしています。
　スズメバチの対策については、早期発見、早期対　スズメバチの対策については、早期発見、早期対
応が有効ですので、所有地について日ごろの管理を応が有効ですので、所有地について日ごろの管理を
心がけてください。心がけてください。
　また、事故を防ぐためにも、無理せず専門業者に　また、事故を防ぐためにも、無理せず専門業者に
お願いし、駆除を行ってください。お願いし、駆除を行ってください。
【無料害虫相談】【無料害虫相談】
　衛生害虫防除等相談室（栃木県ペストコントロー　衛生害虫防除等相談室（栃木県ペストコントロー
　ル協会内）　☎ 028-625-0606　ル協会内）　☎ 028-625-0606
　（受付時間：平日午前 8時～午後 5時）　（受付時間：平日午前 8時～午後 5時）

【問い合わせ】スズメバチ等の駆除業者を紹介します。
　環境課環境保全係　☎83-8125 FAX83-5896

空き地空き地のの雑草雑草のの管理管理はは適正適正にに！！
　この時期、空き地の雑草が繁茂し、害虫が発生す
るおそれがあります。土地を所有している方は、適
正な管理をお願いします。　
【問い合わせ】環境課環境保全係☎83-8125  FAX 83-5896

みんなのひろば

●真岡市夏まつり大花火大会のボランティア募集
　7/23（土）に開催される、真岡市夏まつり第
47 回大花火大会に警備等のボランティアスタッ
フとして参加してみませんか。【問い合わせ】花
火大会実行委員事務局☎ 090-6159-8431（田口）
●「十二支の仲間たち」コラボーレもおかにて展示
　登録団体スマ・切り絵クラブの作品を展示し
ます。【とき】7/12（月）～ 31（日）【ところ】
二宮コミュニティセンター 2 階【問い合わせ】
コラボーレもおか☎ 81-5522　
●第 70 回栃木県芸術祭文芸賞作品募集
　今年度は「第 70 回記念賞」を設けました。
【応募作品】創作・随筆・詩・短歌・俳句・川柳
【応募資格】高校生以上の県内在住者・勤務（通
学）者・文化団体に所属している者および本県
出身者で未発表の作品【応募料】2,000 円（高
校生 1,000 円）【応募締切】7/22（金）当日消
印有効【募集要項】県文化協会、各市町村文化
行政主管課、図書館、公民館、生涯学習センター、
市町村文化協会で配布【申し込み】〒 320-8530
宇都宮市本町 1-8 栃木県文化協会事務局へ郵送
またはご持参ください。☎ 028-643-5288

ヤング健診受診者募集ヤング健診受診者募集
【受付】午前 8時 30分～ 10時 30分
募集日程 実施会場
7/21（木） 二宮コミュニティセンター
8/1（月） 総合福祉保健センター
8/7（日） 大内農業構造改善センター

【対象】市内在住で下記の内容を満たす方

健診の種類（内容）健診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 自己自己
負担金負担金

①特定健診
（身体計測・腹囲・
血圧・尿中塩分測
定・血液検査）

30～39歳の男女 100人 無料

②

乳がん検診
（超音波検査）

30～39歳の女性
50人 200 円

子宮頸がん検診
（頸部がん検査） 75人 400 円

骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性 100人 100 円

※各健診項目について、年度内1回の受診となります。※各健診項目について、年度内1回の受診となります。
【申込方法】健診日の 1週間前までに【申込方法】健診日の 1週間前までに電話・FAX・
　Eメールで申し込み。
【問い合わせ】Eメール kenkou@city.moka.lg.jp
　健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

【問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX83-4070

　第 30回真岡市美術展「市民コレクター展～私の
好きな美術品 幾何文様の陶磁器と日本画～」の作
品を募集します。
【募集作品】幾何文様の陶磁器、日本画
　※展示は匿名となります。
【募集期間】7月 29日（金）まで
　※点数制限はありませんが、応募者多数の場合、
　　ご希望に添えない場合があります。
　※販売業者等の応募はご遠慮ください。
　※作品はすべて賠償責任保険に加入します。
　（万一事故が起こった場合、保険会社により再評
価します）

【展示期間】10月 6日（木）～ 17日（月）
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【主催】市教育委員会

市民コレクター展作品募集市民コレクター展作品募集

　私立幼稚園の園児を対象とする補助金の申請を受
け付けます。申請書類は市内幼稚園を通して配布し
ます。市内に居住し、市外の幼稚園に通っている園
児の保護者の方で、申請書を受け取っていない方は、
児童家庭課まで申し出てください。
　補助金の支給は、平成29年2月頃を予定しています。
【申し込み】申請書類に必要事項を記入し、在園す
　る幼稚園へ 7月 22日（金）までに提出
■私立幼稚園就園奨励費補助金
【内容】 世帯の市民税所得割課税額の区分により保
　育料を補助
【対象者】 市内に住所がある園児で、「平成28年度途
　中に満３歳となる園児」、「平成28年 4月 1日現
　在で、満3歳、満4歳、満5歳となっている園児」
　を通園させている世帯
■私立幼稚園第３子以降保育料特別援助事業費補助金
【内容】世帯の市民税所得割課税額の区分により保
　育料を補助
【対象者】 市内に住所がある園児で、私立幼稚園へ
　第３子以降（私立幼稚園就園奨励費補助金の対象
　となる園児）が在園している世帯
　※同時在園の条件はありません。
【問い合わせ】
　児童家庭課保育係　☎ 83-8035  FAX82-2340

幼稚園幼稚園のの保育料保育料をを減免減免

真岡の自然を守る会真岡の自然を守る会
鬼怒川・小貝川鬼怒川・小貝川クリーン大作戦クリーン大作戦とと
自然観察会自然観察会のの参加者募集参加者募集

　「鬼怒川・小貝川クリーン大作戦」に参加して、河
川敷の清掃と自然観察会を行います。お手伝いいた
だける方のご協力をお願いします。
【とき】7月9日 (土 )午前7時～9時頃　※雨天中止
【集合場所】自然教育センターキャンプ場入口
【持ち物等】河原のごみ拾いをしやすい服装、
　帽子、雨具、タオル 等
　　※蜂刺予防のため黒色の帽子、
　　　衣類等は着用しないでください
【申し込み・問い合わせ】
　自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
　☎ 84-6781　FAX 84-6936 （日・月曜・祝日休）

～真岡市適応指導教室～

夏休み中夏休み中のの教育相談教育相談
【とき】7月 21日（木）～ 22日（金）
　午前 10時～正午、午後 1時～ 3時
　※上記以外でも相談を受け付けますが、事前に電
　　話連絡をいただき、相談日と時間を決定します。
【ところ】真岡市適応指導教室（もおかライブリー教室）
　〒321-4325真岡市田町1344（青年女性会館内）
【相談内容】お子さまの教育で、困っていることや悩ん
　でいることなど(お子さまからの相談も受け付けます)
【相談方法】電話相談、来室相談
【申し込み・問い合わせ】真岡市適応指導教室
（もおかライブリー教室）☎ 83-9488（FAX 兼用）

真岡市夏まつり花火大会真岡市夏まつり花火大会
クリーンボランティアクリーンボランティア

【とき】【とき】■7月24日（日）午前5時30分～7時30分■7月24日（日）午前5時30分～7時30分
　　《《荒天時順延の場合》
　　7 月 26日（火）7月 26日（火）
　午前 5時 30分～ 7時 30分　午前 5時 30分～ 7時 30分
【ところ】市役所中庭（庁舎南側）【ところ】市役所中庭（庁舎南側）
【対象】市内在住または勤務の方 【対象】市内在住または勤務の方 
　（小学生以下は保護者同伴）　（小学生以下は保護者同伴）
【備考】軍手・ゴミ袋は、真岡市夏まつり大花火大【備考】軍手・ゴミ袋は、真岡市夏まつり大花火大
会実行委員会で用意します。会実行委員会で用意します。

【申し込み】7月 17日（日）までに下記へ申し込【申し込み】7月 17日（日）までに下記へ申し込
みください。みください。

【共催団体】真岡市市民活動推進センター・真岡市【共催団体】真岡市市民活動推進センター・真岡市
ボランティア連絡協議会ボランティア連絡協議会

【後援】真岡市夏まつり大花火大会実行委員会【後援】真岡市夏まつり大花火大会実行委員会
【問い合わせ】コラボーレもおか（月・祝日休館）
　 ☎ 81-5522　 FAX 81-5558

　真岡市地域福祉計画・地域福祉活動計画（第 2期）
の策定に伴い、委員を公募します。この計画は、平
成 29年度から 5年間の総合的な地域福祉施策・活
動の方向性を明らかにするものです。
【公募委員数】5人
【任期】平成 29年 3月 31日まで
【応募条件】①年齢が 18歳以上の方（平成 28年 4
　月 1日現在） ②市内に引き続き 1年以上住所を
　有する方 ③平日昼間の会議（3回程度）に出席
　できる方（公務員、本市の他委員、審議会、協議
　会等の委員に就任している方を除く）
【応募方法】次の書類を下記へ持参または郵送して 
　ください。（FAX・Eメール可）
①身上書：住所、氏名、生年月日、年齢、性別、職業、
　電話番号を明記した書類（様式自由）
②作文 600 字程度：「応募の動機」または「真岡市
　の地域福祉について」
【申込期限】8月 12日（金）必着
【その他】選考結果は後日、本人宛に通知します。
　また、応募書類は返却しませんのでご了承ください。

【申し込み・問い合わせ】
　〒321-4395真岡市荒町5191 社会福祉課社会福祉係    
　☎ 81-6943  FAX83-8554
　Eメール：syakaifukushi@city.moka.tochigi.jp

真岡市地域福祉計画真岡市地域福祉計画およびおよび

地域福祉活動計画策定委員の公募地域福祉活動計画策定委員の公募

体験学習を開催します体験学習を開催します

栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校  
◆高等部体験学習《第 1回》
　【とき】8月23日（火）午前9時15分～午後0時30分
　　（受付：午前 9時から）
　【内容】高等部概要説明、授業自由見学・授業体験、
　　校舎内見学、進路相談
　【申し込み】7月4日 (月 )～20日 (水 )電話受付
　　※運動着にてご参加ください。
◆小学部体験学習
　【とき】8月25日（木）午前9時30分～11時45分
　　（受付：午前 9時 15分から）
　【内容】小学部概要説明、グループ活動体験、教育相談（希望者）
　【申し込み】7月4日 (月 )～20日 (水 )電話受付

各日共通事項各日共通事項
【ところ】栃木県立益子特別支援学校
　（〒 321-4106  栃木県芳賀郡益子町七井 3650 ）
【対象】次年度本校への入学を考えているお子さま
　と保護者、幼稚園・保育園・小中学校等の教職員、 
　関係機関職員
【持ち物】上履き
【申し込み・問い合わせ】
　栃木県立益子特別支援学校 ☎ 72-4915
　真岡市教育委員会 ☎ 83-8181 FAX83-8080 

◇職種および受験資格
職種 試験日、受験資格

①自衛官候補生
（男子）

・受付時に通知
・採用予定月の 1 日現在、18 歳以上
27歳未満の男子

②自衛官候補生
（女子）

・9/23（金）～ 9/29（木）のうち指定
する 1日
・採用予定月の 1 日現在、18 歳以上
27歳未満の女子

③自衛隊一般曹
候補生（男女）

・9/16（金）9/17（土）のうち指定する
1日

・平成 29年 4月 1日現在、18歳以上
27歳未満

④海上・航空
自衛隊航空学生
（男女）

・9/22（木）
・平成 29年 4月 1日現在、18歳以上
21歳未満

【受付期間】
　①年間を通じて実施　②③④7/1（金）～9/8（木）
【資料請求・問い合わせ】
　〒321-4307 真岡市西郷2585-252（栄光ビル2階）
　自衛隊真岡募集案内所　☎ 83-7818（ FAX 兼）

平成 28年度平成 28 年度  自衛官自衛官をを募集募集

真岡市民会館自主事業　こども映画会真岡市民会館自主事業　こども映画会

　「名探偵コナン「名探偵コナン
　　　純黒の　　　純黒の悪悪

ナイトメアナイトメア

夢夢」」
【とき】7月 31日（日）
　①午前 10時から ②午後 2時から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】1時間 52分
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円　3歳以下無料
　※全席自由　※芸術鑑賞会会員 500円引き

【問い合わせ】市民会館 ☎ 83-7731 FAX 83-4070


