
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【10月 10日（月）～10月 16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「秋のイ
ベント紹介」、広報もおかTV「あの日あのころ
（10月号）ほか」など、もおかインフォ「健康フェ
スティバル」「浄化槽の日」

◆いちごショートケーキ「岸本神社例大祭」「敬
老会【田町・熊倉 4区】」

◆コットンタイム「尊徳夏まつり」「ふるさとの昔ばなし」
※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
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≪10月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

18日
（火）

  9:00 ～ 9:50 芳賀地方農業共済組合
10:40 ～ 11:30 真岡製作所
13:00 ～ 16:00 千住金属工業

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX83-8619

10月は10月は「「がん検診50％達成に向けたがん検診50％達成に向けた
集中キャンペーン月間集中キャンペーン月間」」ですです

　今、日本人の２人に１人ががんにかか
る時代です。自覚症状のないがんを早期
に発見するためには、検診が非常に大切
です。ぜひこの機会に検診を受診し、が
んから身を守りましょう。
　市では胃・肺・大腸・前立腺がん・女性（子宮・乳）
がん検診を実施中です。保険の種別に関係なく受診
できますので、受診を希望される方は健康増進課ま
でお申込み下さい。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX 83-8619

もおかテレビのＣＭ募集もおかテレビのＣＭ募集
　もおかテレビでは、地域情報番組間でＣＭを放送
しています。ＣＭを放送したい方を募集しています
ので、下記までご相談ください。
【放送料】21,600 円／月　※ＣＭ制作料は含まず
【ＣＭの長さ】30秒
【放送回数】７回／日
【放送エリア】真岡市内
【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　☎ 83-8496  FAX83-5896

都市計画決定に関する構想（案）都市計画決定に関する構想（案）
説明会の開催説明会の開催

【とき】10月 17日（月）午後 6時 30分から
【ところ】公民館２階第７会議室
【内容】①宇都宮都市計画用途地域の変更（案）およ  
び地区計画（案）について（中郷・萩田地区） ②宇
都宮都市計画ごみ焼却場（旧真岡市清掃センター）
の廃止について ③宇都宮都市計画ごみ処理場（仮
称：真岡市リサイクル施設）の決定について

【問い合わせ】都市計画課計画係 
　☎ 83-8152　FAX 83-6240

土砂災害対策のための土砂災害対策のための
現地調査にご協力ください現地調査にご協力ください
　土砂災害警戒区域の現地形状確認のため、現地調
査を行います。その際、下記業者が皆さまの土地に
立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお
願いします。
【調査期間】平成 28年 10月～平成 29年 3月
【調査区域】真岡市全域
【業務受注者】国土防災技術㈱

【問い合わせ】
　真岡土木事務所 企画調査課　☎ 83-8304
　建設課管理係　☎83-8147　FAX83-6240

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●一般事務補助　2人
【勤務場所】真岡市役所
【応募条件】パソコン（ワード・エクセル）の基本操作が
できる方、普通自動車免許をお持ちの方（AT車限定可）

【勤務内容】一般事務補助　
【賃金】日額 6,240 円
●保育士　7人
【勤務場所】市内保育所
【応募条件】保育士の資格をお持ちの方
【賃金】日額 7,830 円
●共通事項
【勤務期間】平成28年10月～平成29年3月31日
　※試用期間 14日間、更新の可能性あり
【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 (2km以上該当、上限 7,100 円 )
　健康保険・厚生年金・雇用保険加入
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前
にご連絡の上、下記へ本人が直接提出してください。

　※保育士は資格証も添えてお申し込みください。
【選考方法】面接（随時）
【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

雨水集水ますの清掃に雨水集水ますの清掃に
ご協力くださいご協力ください

　道路には、道路に降った雨水を排水するための「ま
す」が設けられています。この「ます」に落ち葉や
ごみが溜まると、十分に排水がされず、道路上に雨
水があふれて道路冠水の原因になります。
　市では、定期的に清掃作業を実施していますが、
道路冠水を未然に防ぐため、地域の皆さまにも「ま
す」の清掃に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　

■バスに乗って市内観光♪「無料周遊バス」運行！■

【もおか木綿ふれあい祭り駐車場】真岡市役所本庁舎 Pおよび建設部棟 P・久保講堂南側砂利 P・真岡市職員 P・
真岡市公用車P（法務局真岡支局東側）・常陽銀行真岡支店P・栃木銀行真岡支店P

【緊急避難場所】臨時避難場所…真岡市附属体育館、地震時避難場所…真岡小学校校庭

【問い合わせ】●真岡商工会議所  ☎82-3305　●商工観光課　☎83-8135　FAX83-0199
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【4 号車】

※このバスは、1台の定員が25人程度となっているため、乗車人数によっては、乗
　車をご遠慮願うこともあります。

金鈴荘
真岡のグルメ市
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長蓮寺「弁財天＆
十五童子まつり」
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  10 月 9 日 　      10 月 9 日 　    第 9回 もおか木綿ふれあい祭り第9回 もおか木綿ふれあい祭り（日）（日）
【開催時間】午前10時～午後3時（小雨決行）　【ところ】荒町本通り【開催時間】午前10時～午後3時（小雨決行）　【ところ】荒町本通り

久保記念観光
文化交流館

商店会連合会
イベント
世界のグルメ市

美術品展示館
・第30回真岡市美術展 開催中
もおか観光コンシェルジュガイド
ツアー実施

呈茶会
・サンバパレード14:10～
・市民パフォーマンス

※表記の時間は、出発時間を記載しています。
　（交通事情等により、出発時間が異なる場合があります）

【期間】10月 17日（月）～ 11月 7日（月）
【対象】該当するお客さまには、個別に登録されて    
いる住所へ通知します。

【その他】なお、交換は市指定給水装置工事事業者が、   
該当となるお宅に直接伺います。
※費用は無料ですが、水道メーターの交換中は、約
　10分間程度水道が使えなくなります。
※留守の場合でも交換することがあります
　のでご了承ください。
●メーター交換は無料です。交換業者を
　装った悪質な訪問販売にはご注意ください。
●交換業者は、市で発行した証明証を提示します。
●交換および検針に支障をきたしますので、メーター
　ボックスの上に物を置いたり、近くに犬などをつ
　ながないようお願いします。

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします

す

い。

【問い合わせ】
　水道課庶務係 ☎ 83-8167 FAX84-7512

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

  　  　もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
　　もおか木綿ふれあいまつりもおか木綿ふれあいまつり
　　　  　　　  ガイドツアーガイドツアー
　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、10月 9日（日）もおか木綿ふれあい祭りの開
催に合わせて、ガイドを実施します。
【とき】10月 9日（日）午前10時～午後3時
　（随時受付、最終受付は午後2時）
【受付場所】久保記念観光文化交流館（テントにて受付）
【参加料】無料　※保険料100 円は別途必要
【参加方法】事前予約または当日申し込み

　【問い合わせ】　秘書課秘書政策係　☎ 83-8098　FAX83-8914

前真岡市長 故 福田武隼 氏を偲ぶ会前真岡市長 故 福田武隼 氏を偲ぶ会
　去る 9月 16日に逝去されました、前真岡市長、医療法人社団福田会理事長 故 福田武隼氏のご功績
をたたえ、ご冥福をお祈りするため、次のとおり偲ぶ会を執り行います。
【とき】10月 16日（日）午後 2時から 　【ところ】真岡市生涯学習館（真岡市さくら一丁目 15番地 1）
【主催】故 福田 武隼氏を偲ぶ会実行委員会

×ごみで雨水が
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○雨水が入りや
　すくなる


