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【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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◆ JUMP UP もおか　
　トピックニュース
　ようこそ市長室へ「石坂市長就任あいさつ」
　広報もおかTV「あの日あのころ（6月号）ほか」
　もおかインフォ「真岡市公共施設等総合管理計画」

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

◆いちごショートケーキ
　「栃木県ダンススポーツ
　連盟芳賀支部2017チャ
　リティダンスパーティー」
「国際交流協会加盟団体
　合同いちご狩り」

13:00
20:00

◆コットンタイム「第 56 回民謡発表会（後編）」

9:00
◆小中学校入学式
　真岡中学校　　　6月 6日、7日、10日
　久下田小学校　　6月 8日、9日、11日

15:00
　物部小学校　　　6月 6日、7日、10日
　長沼小学校　　　6月 8日、9日、11日

【6月 5日（月）～6月11日（日）放送内容予定】

※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。

あなたの体力年齢、測定してみませんか？あなたの体力年齢、測定してみませんか？
健康体力測定健康体力測定

【とき】6月 19日（月）
　①午前10時～ ②午後3時～ ③午後6時 30分～
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の20～79歳の一般男女
【内容】握力、反復横とび、立ち幅とび、6分間歩行ほか
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、飲み物
【申し込み】申込期限、定員はありません。
　電話（平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）・
　FAX・Eメールで申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記

まちかど美術館まちかど美術館
開館記念イベント開館記念イベントをを開催開催

【とき】6月 10日（土）午前10時～ 11時頃
【ところ】まちかど美術館 3階市民ギャラリー
【講師】杉村 浩哉 氏（栃木県立美術館学芸課長）
【定員】30人程度　【入場料】無料
【申し込み】下記窓口または電話で申し込み
　※定員に空きがある場合には当日受付も実施

【申し込み・問い合わせ】
　企画課財政係　☎ 83-8104　FAX83-5896

　市では、ふるさと寄附をいただいた方に感謝の気
持ちを伝え、市の魅力や特産品をＰＲできるような
謝礼品を、市内の事業者に協力していただき、お届
けしています。
　この度、ふるさと寄附金謝礼品事業について説明
会を開催します。ご検討中の事業者の皆さまのご参
加をお待ちしています。　
【とき】6月15日（木）①午後2時 ②午後3時 30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール
【対象】①新規に協力を検討中の事業者（午後 2時）
　②すでに協力いただいている事業者（午後3時30分）

真岡市ふるさと寄附金真岡市ふるさと寄附金
協力事業者説明会協力事業者説明会のの開催開催

議場コンサート議場コンサートをを開催開催
　市議会では、議場でコンサートを開催します。
【とき】6月5日（月）午前9時10分～9時40分
　（受付：午前 8時 40分から）
【ところ】市役所　市議会議場
【内容】3人組ラテンコーラスバンド
　「アミーゴス」によるラテン音楽演奏
【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176 FAX83-8714

  「朝どり野菜の軽トラ市」参加者募集「朝どり野菜の軽トラ市」参加者募集
　　ＳＬキューロク館の夏の風物詩「第 4回ほおずきＳＬキューロク館の夏の風物詩「第 4回ほおずき
市」、「子ども縁日」にて、朝どり野菜を軽トラック市」、「子ども縁日」にて、朝どり野菜を軽トラック
で販売する「軽トラ市」を実施します。で販売する「軽トラ市」を実施します。
あなたの自慢の野菜を販売しませんか。あなたの自慢の野菜を販売しませんか。
【とき】7月 2日（日）　午前 9時～正午【とき】7月 2日（日）　午前 9時～正午
【募集内容】朝どり野菜を直接販売する【募集内容】朝どり野菜を直接販売する
　「軽トラ」10台（10店舗）　「軽トラ」10台（10店舗）
【申し込み】6月 20日（火）まで。【申し込み】6月 20日（火）まで。電話（平日午前
　8時 30分～午後5時）でお申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
　真岡鐡道株式会社　総務課　☎ 84-2911 

利用しましょう！利用しましょう！
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　次の年齢の方は、クーポンの利用で1回に限り真岡
市で実施する大腸がん検診の自己負担が無料になりま
す。対象者には無料クーポンをお送りしました。無料
で受けられるこの機会にぜひお申し込みください。
【対象者】クーポン券対象者のみ
　◆昭和 51年 4月 2日～昭和 52年 4月 1日生
　※受診日等は決まっていますので、下記窓口へ 
      電話または FAXにてお申し込みください。

21 歳・41 歳を迎える女性の21 歳・41 歳を迎える女性の方方
女性がん検診女性がん検診無料無料クーポン券を送付クーポン券を送付
　次の年齢の方は、子宮がん・乳がん検診が無料で
受けられます。（ただし、市が実施する検診のみ）　
　対象者の方には、5月末頃に無料クーポン券を発送
しました。この機会に自分の体をチェックしましょう。
　※年度内 1回に限ります。

対象となる生年月日 年齢

子宮がん 平成 8年 4月 2日～
平成 9年 4月 1日 21歳

乳がん 昭和 51年 4月 2日～
昭和 52年 4月 1日 41歳

【実施期限】平成 30年 2月 28日（水）
【問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

第 34 回真岡井頭マラソン大会第 34 回真岡井頭マラソン大会
プログラムへの広告募集プログラムへの広告募集
　10月 1日（日）に開催する、「第 34回真岡井頭
マラソン大会」の参加者等へ配布するプログラムへ
の掲載広告を募集します。
【掲載位置】広告専用面（プログラム規格A4版）
【サイズ】1枠：A4の 1/4（縦5.8cm×横17.6cm）
　※ 1社あたり最大 4枠（A4）まで　
【料金】1枠 5,000 円
【掲載原稿】申込者が作成し、掲載決定後、料金納
　付と併せて提出してください。（電子データ可）
【発行部数】約 2,500 部（参加者数で多少増減有り）
【申し込み】専用の申込用紙（総合体育館に用意）
に必要事項を記入し、下記へ提出してください。

　※審査後、掲載決定の方は、料金納入と
　　原稿提出により掲載となります。
 【申し込み・問い合わせ】
　真岡井頭マラソン大会実行委員会
  （総合体育館内）☎ 84-2811 FAX 84-6258 
　Eメール  sports@city.moka.lg.jp

第第334 回4 回  真岡井頭マラソン大会真岡井頭マラソン大会
【とき】10月 1日（日）※雨天決行（荒
天中止）
　開会式 : 午前 8時 40分から
【ところ】井頭公園および周辺道路
【種目・参加費】
◇親子（2km、親または祖父母と
小学 1 ～ 4 年生） 1 組 2,000 円 
◇小学 5・6年生男女別（2km）・
中学生男女別（4km）1,000 円 ◇一般（高校生
以上）年代別・男女別（4km・10km）3,000 円 

【申込期間】6 月 1日（木）～ 8月 7日（月）
（申込期間中に参加料の支払を完了してください）
①郵便局での振り込み、または大会事務局（総合
体育館）へ直接申し込み 
②インターネットによる照会・申し込み
　《照会》テクノプランhttp://www.tecnoplan.co.jp
《申し込み》スポーツエントリー http://www.
sportsentry.ne.jp、ランネットhttp://runnet.jp 
③電話申し込み
　スポーツエントリー☎0570-550-846（平日の
10:00 ～ 17:30）

【問い合わせ】大会について…スポーツ振興課（総合体育館）
　☎84-2811 FAX84-6258（平日：8:30～ 17:15）
　申し込みについて…エントリーセンター（テクノプラン）
　☎ 048-778-5880（平日：10:00 ～ 17:00）

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

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

66/4（日）～ 6/10（土）/4（日）～ 6/10（土）
危険物安全週間危険物安全週間

～あなたなら 無事故の着地 決められる！～～あなたなら 無事故の着地 決められる！～
　ガソリン、灯油などの石油類をはじめとする危険
物は事業所などで幅広く利用されるとともに、生活
を営む上で欠かすことのできないものとなっています。
　危険物は、火災が発生しやすく、さらに消火が困
難な物質ですので、取り扱いは十分に注意しましょう。
　また、保管する際には必ず危険物に適合する専用
容器に入れ、周囲に火気等がなく直射日光の当たら
ない風通しの良い安全な場所に保管してください。
【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　消防本部予防課　☎ 82-8706記念講演会「市民と創る美術館」記念講演会「市民と創る美術館」

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

認定まちかど美術館めぐり認定まちかど美術館めぐり
　「まちかど美術館」と市認定のまちかど美術館「趣
味の美術館」、「渡邉私塾美術館」を見学します。ま
ちかど美術館から真岡駅周辺まで徒歩で移動します。
【とき】6月 10日（土）午前11時 15分～正午
【集合場所】まちかど美術館2階常設展示室
【参加料】無料　※事前申し込みは不要　

まちかど美術館開館記念展「真岡ゆかりの作家たち」まちかど美術館開館記念展「真岡ゆかりの作家たち」
【開催期間】6月 10日（土）～7月 31日（月）
【ところ】まちかど美術館　【入場料】無料
【休館日】毎週火曜日、7月 5日（水）

7:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
　もおか
　「将（まさ）」


