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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　
　広報もおかTV「わが家の天使たち」
　　　　　　　　　  「今月の一冊」（5月号）ほか
　もおかインフォ「第 3期真岡市食育推進計画」
　　　　　　　　 「コラボーレもおか」

6:30
8:30
12:30
18:30
22:30

◆いちごショートケーキ
　「RIS FES Spring」

13:00
20:00

◆コットンタイム
　「いしほうじミューズの森合唱団10周年記念」

9:00
◆中学校入学式
　物部中学校　　　5月 23日、24日、27日
　長沼中学校　　   5 月 25 日、26日、28日

15:00
　久下田中学校　　 5 月 23日、24日、27日
　中村中学校         5 月 25 日、26日、28日

【5月 22日（月）～5月28日（日）放送内容予定】

7:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
　もおか
　「カフェ
　　オリーブ」

※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。

小学校入学式小学校入学式
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
物部小 6/6（火）6/7（水）6/10（土） 15:00
久下田小 6/8（木）6/9（金）6/11（日） 9:00
長沼小 6/8（木）6/9（金）6/11（日） 15:00
長田小 6/13（火）6/14（水）6/17（土） 9:00
中村南小 6/13（火）6/14（水）6/17（土） 15:00
中村東小 6/15（木）6/16（金）6/18（日） 9:00
中村小 6/15（木）6/16（金）6/18（日） 15:00
東沼小 6/20（火）6/21（水）6/24（土） 9:00
西田井小 6/20（火）6/21（水）6/24（土） 15:00
山前南小 6/22（木）6/23（金）6/25（日） 9:00
山前小 6/22（木）6/23（金）6/25（日） 15:00
大内西小 6/27（火）6/28（水）7/1（土） 9:00
大内東小 6/27（火）6/28（水）7/1（土） 15:00
大内中央小 6/29（木）6/30（金）7/2（日） 9:00
亀山小 6/29（木）6/30（金）7/2（日） 15:00
真岡西小 7/4（火）7/5（水）7/8（土） 9:00
真岡東小 7/4（火）7/5（水）7/8（土） 15:00
真岡小 7/6（木）7/7（金）7/9（日） 9:00

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

　【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
           2017            2017 開催開催
【とき】5月 21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

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（木）～ 5月 31日（ 水）
【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 ☎ 83-8700
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7回   第7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 2 日（日）～ 10 月 20 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 11日（日）午前 9時～正午
【ところ】市総合福祉保健センター
【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】
　真岡消防署救急係　☎ 82-1029　FAX83-3722

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 6日（火）午後5時 30分～ 7時 30分
【ところ】栃木県県東健康福祉センター 2 階
　（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

『真岡さつき祭り』開催
【とき】6月1日（木）～4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

　道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車
の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー
等が見えにくくなるなど、交通事故の原因となります。
　私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理物
であり、道路上に張り出した庭木や生垣、山林・空地

【問い合わせ】建設課維持係 ☎83-8148 FAX83-6240

等の草木が原因 (倒木、枝の落下等 )で、通行人のけ
がや車両の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有
者が賠償責任を問われる場合があります。
　通行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご確
認の上、所有者の責任において、剪定・伐採等、適切
に管理いただきますようお願いします。

道路上に張り出している樹木の管理をお願いします道路上に張り出している樹木の管理をお願いします

私有地 道路

境界
境界を越えた部分
は、剪定・伐採等
を行いましょう。

  悪質悪質なな点検商法点検商法ににご注意！ご注意！
　格安の排水管清掃や、無料の耐震診断、屋根点検な
どのサービスを提供し、点検作業後に「排水管が汚れ
ている。詰まったら大変だ」「今日中に契約すれば安
くする」などと言って消費者の不安をあおり、高額な
工事などを勧める「点検商法」の相談が増えています。
　ほかにも、「ふとんの点検」といって訪問し、高額
なふとんを契約させられる被害も増えています。
【被害に遭わないために】
　①突然の訪問者は玄関に入れない
　②頼んでもいない「点検」はしない
　③必要なければきっぱり断る
　④訪問販売の契約は８日以内ならクーリング・オフ可能
【問い合わせ】
　市消費生活センター ☎ 84-7830

第6回第6回真岡コラボまつり開催真岡コラボまつり開催
　市民による模擬店、活動紹介、各種体験、啓発活
動、スタンプラリーなどが開催されます。
　今年は生涯学習館で軽音楽ステージも行います。
　コットベリー、もおかぴょんも遊びにきますので、
お気軽にお越しください。
【とき】6月 4日（日）午前10時～午後2時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンターおよび生涯学習館
　※駐車場は生涯学習館をご利用ください。
【主催】真岡市市民活動推進センター利用者協議会
 【問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522　FAX81-5558

第13期第 13期  真岡木綿機織真岡木綿機織技術者技術者
養成講座受講者募集養成講座受講者募集

　講座終了後も、引き続き真岡木綿機織技術者とし
て製品制作に携わるとともに、真岡木綿の伝統を受
け継いでいただける方を募集します。
【応募資格】①と②どちらもあてはまる方
　①機織に対し意欲のある方 ②市内または芳賀郡
内等（車で 30分）に在住で 20歳～ 50歳の方

【講習期間】7月から 1年間
　原則毎週水・木・金・土曜日　午前10時～午後3時
【講師】栃木県伝統工芸士、真岡市技術認定者
【会場】真岡りす村ふれあいの里内「真岡もめん工房」
【受講料】材料代と糸車代　【募集人数】4人
【申し込み】現在受付中。6月 16 日（金）までに
下記へお申し込みください。※火曜日は休館
　後日個人面接を行います。（日時は後日連絡）
【申し込み・問い合わせ】
　真岡木綿会館（火曜休）☎83-2560

※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。


