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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内

【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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◆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「井田
市長 2期 8年の振り返りとお礼」　

　広報もおかTV「あの日あのころ（5月号）ほか」
　もおかインフォ「真岡いちごまつり 2017」
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◆いちごショートケーキ
　「守鐵社祭」

13:00
20:00

◆コットンタイム「市民芸能チャリティショー③」

9:00
◆小学校卒業式
　中村小学校　　 5 月 9日、10日、13日
　中村南小学校　5月 11日、12日、14日

15:00
　中村東小学校　 5 月 9日、10日、13日
　長田小学校　　5月 11日、12日、14日

【5月 8日（月）～5月14日（日）放送内容予定】

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を今後のまち
づくりに反映させるため、「市民意向調査」を実施
しています。
　市内在住の 3,000 人を無作為に選び調査票をお
送りいたしましたので、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 12日（金）までに投函

【問い合わせ】 企画課企画調整係
　 ☎ 83-8102 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】5月 8日（月）～ 15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】 6/4（日） 対　ブラウブリッツ秋田　13:00～

7/8（土） 対　カンターレ富山　18:00～
8/26（日） 対　グルージャ盛岡　（時間未定）
9/23（土） 対　FC東京U-23　（時間未定）
10/29（日） 対　藤枝MYFC　（時間未定）
11/26（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

6/17（土） 対　鹿児島ユナイテッドFC　13:00～
7/22（土） 対　SC相模原　18:00～
9/16または17 対　ガンバ大阪U-23　（時間未定）
10/14（土）対　セレッソ大阪U-23　（時間未定）
11/19（日）対　ガイナーレ鳥取　（時間未定）

5 月14 日（日）

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 ～ 9:00 西田井駅前
9:10 ～ 9:40 西田井谷中公民館
10:00～10:40 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（金）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13 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

【支給の対象者】平成 27 年 4月 1日において、恩
給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金を受ける方（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、ご遺族お一人に特別弔
慰金が支給されます。

戦没者等のご遺族の皆さまへ戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦没者等戦没者等のの遺族遺族に対するに対する特別弔慰金特別弔慰金
（第10回特別弔慰金）（第10回特別弔慰金）がが支給支給されますされます

　※対象の詳細は下記までお問い合わせください。
【支給内容】額面 25万円。5年償還の記名国債
【請求期限】平成 30年４月２日（月）まで
【提出書類】提出書類については、戦没者およびご
遺族の状況により異なります。下記へお尋ねくだ
さい。※窓口の混雑が予想されるため、相談、書
類提出等は事前に日時をお知らせください。

【問い合わせ】
　社会福祉課社会福祉係　☎81-6943　FAX83-8554

※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。

中学校入学式中学校入学式
もおかテレビ放送予定もおかテレビ放送予定
学校名 放送日① 放送日② 放送日③ 放送

開始時間

物部中 5/23（火）5/24（水）5/27（土） 9:00

久下田中 5/23（火）5/24（水）5/27（土） 15:00

長沼中 5/25（木）5/26（金）5/28（日） 9:00

中村中 5/25（木）5/26（金）5/28（日） 15:00

山前中 5/30（火）5/31（水）6/3（土） 9:00

大内中 5/30（火）5/31（水）6/3（土） 15:00

真岡西中 6/1（木）6/2（金）6/4（日） 9:00

真岡東中 6/1（木）6/2（金）6/4（日） 15:00

真岡中 6/6（火）6/7（水）6/10（土） 9:00

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

         無人ヘリコプターによる
  麦病害虫防除の実施
【散布期間】
　真岡地区：4月 27日（木）～ 5月 8日（月）
　二宮地区：4月 28日（金）～ 5月 12日（金）
※いずれも午前5時～正午、天候、出穂の条件によ
　り散布日時の変更あり。　
【対象】二条・六条大麦、小麦
【使用農薬】トップジンMゾル（殺菌剤）8倍希釈

【問い合わせ】JA真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

平成 29年度平成 29 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63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30年3
月卒業見込みの方を含む）
　※ただし、平成30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、6月 9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2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18日（火）予定
　　【ところ】市役所

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8日（月）～19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

7:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
　もおか
　「和力」


