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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「土砂災害対応および災害
　　　　　　　　　時の自助・共助活動」

　広報もおかTV「わが家の天使たち（6月号）」
　　　　　　　　「今月の一冊（6月号）」ほか
　もおかインフォ「平成29年度後期高齢者医療
　　　　　　　保険料」、「コラボーレもおか」
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◆いちごショートケーキ
　「高勢町五月祭り」

13:00
20:00

◆コットンタイム
　「第 102 回町おこし ふるさとの昔ばなし」　
「民話ヒストリー 美寿々すみ子一人舞台」

9:00
◆小学校入学式
　東沼小学校　　　6月 20日、21日、24日
　山前南小学校　　6月 22日、23日、25日

15:00
　西田井小学校　　6月 20日、21日、24日
　山前小学校　　　6月 22日、23日、25日

【6月 19日（月）～6月25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。

第 58 回 第 58 回 真岡市消防団真岡市消防団  
夏季点検・夏季点検・消防操法大会消防操法大会
　消防団全車両が一堂に集結する姿は圧巻です。消
防団が、日ごろの訓練成果を発揮する操法大会は必
見ですので、ぜひご来場ください。
【とき】６月 18日（日）
　夏季点検：午前6時から　消防操法大会：午前7時から
【ところ】市民公園（総合体育館東）
※雨天時：公設芳賀地方卸売市場

【問い合わせ】安全安心課消防防災係
　☎ 83-8396  FAX83-8392

【問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町1201番地 
　真岡市教育委員会 生涯学習課 女性青少年係
 　☎ 82-7151 FAX83-4070 
　Eメール gakusyuu@city.moka.lg.jp

　広く市民の意見を反映した男女共同参画社会の形
成を図るため、真岡市男女共同参画審議会委員（任
期 2年）を公募します。市の男女共同参画の推進に
関する重要な事項について審議していただきます。
【応募条件】
　①年齢 20歳以上の方（平成 29年 4月 1日現在）
②真岡市に引き続き 1年以上住所を有する方
　③平日の昼間の会議に出席できる方（年2回程度）
【公募委員数】5人程度
【応募方法】応募の動機を 400 字程度にまとめ、氏
名、住所、性別、年齢、連絡先の電話番号、職業
を記入し、下記へ郵送、FAX または Eメールで
応募ください。

【応募期限】6月 30日（金）必着
【その他】選考結果は、応募者に通知します。

真岡市男女共同参画審議会真岡市男女共同参画審議会
委員委員をを公募公募しますします

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）

合同就職面接会合同就職面接会をを開催開催
　市では、市内事業所における人材の確保と、本市
での就職を希望する新規学卒者および一般求職者へ
の支援として、合同就職面接会を開催します。
【とき】7月 7日（金）　
　午後１時 30分～ 4時
　（受付：午後１時～3時30分）
【ところ】　フォーシーズン静風
【参加企業】　市内企業 30社
【対象者】◆平成 30 年 3月新規大学等卒業予定者
　および既卒者（3年以内） 
  ◆一般求職者（45歳未満の若年者）
　参加を希望される方は、事前にハローワーク窓口
で紹介状の交付を受けてください。また、当日参加
も可能です。
　参加企業など詳しい内容は、市ホームページをご
覧ください。
【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係
　 ☎ 83-8134  FAX83-0199

害虫駆除用散布器具害虫駆除用散布器具のの貸出貸出
　庭木に発生する毛虫等の害虫駆除用の機械器具を
無料で貸し出します。なお、器具は数に限りがあり
ますので、事前に下記までお問い合わせください。
【期間】10月 16日（月）まで
　※受付は毎週月曜日と金曜日の 2日のみ
　　午前 8時 30 分～正午（祝日除く）
【貸出場所】都市計画課作業所
　（シルバー人材センター事務所西側）
【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎ 83-8724 FAX83-6240

『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】7月 9日（日）午前 9時～正午
【ところ】市公民館真岡西分館　【参加料】無料
【講習種別】普通救命講習・再講習　【定員】先着 30人
【申し込み・問い合わせ】真岡西分署 救急係 ☎83-2424

真岡市健康 21プラン推進講演会真岡市健康 21プラン推進講演会
カロリー制限から入らない！カロリー制限から入らない！
メタボ予防メタボ予防～時間栄養学を活用して～～時間栄養学を活用して～
【とき】６月27日（火）午後2時～3 時 45 分
　（受付：午後1時 45 分から）
【ところ】市民会館小ホール　
【対象】市内在住在勤の方　300人
【入場料】無料
【講師】（有）クオリティライフサービス　田中 裕子 氏
　（管理栄養士、健康運動指導士 、食コンディショニ
　ングプロデューサー）
【申し込み】6月20日（火）までに、下記窓口または
　電話受付（午前 8 時 30 分から）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122  FAX83-8619 

もおか木綿踊りもおか木綿踊り
参加団体募集中参加団体募集中

　流し踊り・創作踊りの出場チームを募集します。
ぜひお気軽にお申し込みください。
　なお、審査対象となるのは、
10名以上の団体のみとなります。
【とき】8月 19日（土）午後６時から
【ところ】荒町本通り
【内容】流し踊り・創作踊り
【申し込み】６月 30 日（金）までに下記までお申  
　し込みください。

【問い合わせ】もおか木綿踊り実行委員会
　（商工会議所内）☎ 82-3305  FAX82-7967

認知症のご家族の方へ認知症のご家族の方へ
認知症の方の徘徊対策に認知症の方の徘徊対策に
QRコードを配布していますQRコードを配布しています
　徘徊をする高齢者が外出し、行方不明となった時
や、警察等の関係機関で保護された時に、早期に身
元が判明できるように、市ではＱＲコードシールを
配布しています。
　ＱＲコードシールは、認知症の人の衣服や杖など
に貼り付けられるもので、スマートフォンなどの携
帯端末で読み取ると、コールセンターの電話番号と
利用者のＩＤが表示されます。
　認知症の人の徘徊でお困りのご家族は、一度、地
域包括支援センターへご相談下さい。

【問い合わせ】 いきいき高齢課地域支援係
  （地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX83-6335

【問い合わせ】
　社会福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129 FAX83-8554
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎ 74-5004 FAX74-1250

　重度心身障害者医療費助成制度を利用している方
で、下記条件に該当する場合、受給資格者本人の自
己負担分（薬局を除く医療機関ごとに月額 500 円）
に対する免除が受けられます。
【対象条件】受給資格者と同じ健康保険に加入している
方全員が平成29年度の市民税が非課税であること

※受給資格者が中学生以下の方は、申請不要です。
（平成 27 年度から受給資格者が中学生以下の場
合は、自己負担がなくなりました）

【申請】6月 30 日（金）までに下記窓口で手続き
してください。なお、現在対象の方も更新の手続
きが必要です。

重度心身障害者医療費助成制度重度心身障害者医療費助成制度
自己負担助成自己負担助成のの申請申請についてについて

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　わかりやすい講話や演奏で、クラ
シック音楽に親しんでみませんか。
【とき】7月 7日（金）
　午後 6時 30分～ 8時
【ところ】市民会館小ホール
【講師】和久 文子 氏（箏）、福田 智久山 氏（尺八）、
　前川 智代 氏（箏三弦）
【内容】『七夕に美しい箏との出会い』
【定員】300人
　（下記窓口で事前に整理券を配布しています）
【参加料】無料

【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX 83-4070


