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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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◆ JUMP UP もおか　
　特番「真岡の春ダイジェスト」など
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◆いちごショートケーキ
　「第 17回西田井駅
 　公園まつり」
　「第 6回コラボまつり」

13:00
20:00

◆コットンタイム
　「23th REGULAR CONCERT MOKA WIND 
ORCHESTRA」

9:00
◆小学校入学式
　大内西小学校　　6月27日、28日、7月 1日
　大内中央小学校　6月29日、30日、7月 2日

15:00
　大内東小学校　　6月27日、28日、7月 1日
　亀山小学校　　   6 月 29日、30日、7月 2日

【6月 26日（月）～7月2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。

【とき】8月 26日（土）キックオフ時間未定（対グルージャ盛岡）　
　※予定が変更になる場合があります。
【対象】真岡市民の方　※①②とも市内小・中学生は無料招待！　
①バスツアー（市内小・中学生先着 50人限定）送迎バス有り。保護者同伴。（保護者の方はチケットをご
購入ください）　②特別割引チケット※申し込み後に座種の変更はできません。

【申込方法】次の①～④の事項をそろえて、市総合体育館窓口にて直接申し込み（チケットと交換）にて直接申し込み（チケットと交換）
　（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）
①観戦希望者の氏名・郵便番号・住所・年齢
　（小中学生は学校名と学年）
②購入する座種（※）
　（※無料招待者も申し込みが必要）
③必ず連絡の取れる電話番号 
④バスツアー参加の有無

【申込受付期間】
　7月 25日（火）～８月 24日（木）　

栃木SC「真岡市民デー」特別割引チケット販売！栃木SC「真岡市民デー」特別割引チケット販売！

【申し込み・問い合わせ】Ｅメール sports@city.moka.lg.jp
　栃木ＳＣ支援真岡市実行委員会（真岡市総合体育館内） ☎ 84-2811 FAX84-6258 

栃木ＳＣ「親子サッカー教室」栃木ＳＣ「親子サッカー教室」およびおよび交流会交流会
【とき】7月25日（火） 午後3時～5時　【ところ】鬼怒自然公園芝サッカー場　※雨天時：スポーツ交流館
【対象】市内小学生とその保護者 先着 40組 80 人　※保護者の方は引率していただき見学のみでも可　
【参加料】無料　【持ち物等】運動のできる服装、運動靴、タオル、帽子、飲み物、サッカーボール（ある方）
【注意】選手は、練習により後から合流することもあります。熱中症対策を忘れずに参加してください。
【申し込み】6月 28日（水）受付開始。参加者の氏名、住所、学年（年齢）、電話番号を添えて下記へ電話（平
　日のみ）、　FAXまたは Eメールで申し込み。

 

プレミアム付き商品券プレミアム付き商品券をを発売発売
　地元商店の魅力アップと、商店街の活性化を図る
ため、10%のプレミアム付き商品券を発行します。
　にのみやプレミアム商品券販売開始日
　7月 1日（土）午前 9時～午後 4時
　わたのみ商品券販売開始日
　7月 2日（日）午前 9時 30 分～午後 4時
※詳細については下記へお問い合わせください。
【わたのみ商品券の問い合わせ】真岡商工会議所
☎ 82-3305　FAX 82-7967
【にのみやプレミアム商品券の問い合わせ】にのみや商工会
☎ 74-0324　FAX 74-2737

【問い合わせ】
　児童家庭課児童家庭係　☎83-8131 FAX 82-2340

　6月分以降の児童手当・特例給付を受給するため
には、現況届の提出が必要です。現況届の確認がで
きない場合、6月分以降の手当を受給することがで
きません。必ず手続きを行ってください。
【提出期限】6月 30日（金）

「児童手当・特例給付 現況届」「児童手当・特例給付 現況届」
手続き手続きがが必要必要ですです

【とき】8月 6日（日）午前 8時 30分開会
【ところ】二宮運動場前特設会場　　※雨天決行
　（堀込 1000 番地）
【参加資格】どろんこになれる男女で、遊び心と健康
　に自信のある方（1チーム5人、男女問わず補欠
　含め8人まで登録可）
　※同リーグ内の試合のないチームに得点係（1～   
     2 名）のお手伝いをお願いします。大会要領を   
     確認いただき、ご了承の上お申し込みください。
【チーム数】36チーム（応募者多数の場合は主催者選考）
【試合方法】ソフトバレーボールを基準とした大会特別ルール
【参加料】1チーム 3,000 円（当日徴収）
【持ち物】田植えたび等　※素足プレー禁止
【申し込み】参加申込書（市のホームページからダウ
　ンロード可）を下記まで郵送。7月 10日（月）必着。
【その他】どろんこフラッグレースも予定しています。
【主催】真岡市青少年クラブ協議会（4HC）

真岡どろんこバレーボール大会2017真岡どろんこバレーボール大会2017
参加チーム募集参加チーム募集

【宛て先・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　真岡市産業環境部農政課内「真岡どろんこバレー 
   ボール大会 2017 事務局」☎ 83-8139

　華やかで気品のある日本舞踊を披露します。
【とき】7月 2日（日）
　午前 10時開演（午前 9時 30分開場）
【ところ】市民会館大ホール
【入場料】無料
【主催】真岡日本舞踊会
【その他】終演後、大抽選会があります。

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

第60回第60回日本舞踊発表会開催日本舞踊発表会開催

お子様の発育・養育でお悩みの方お子様の発育・養育でお悩みの方

真岡市教育相談会真岡市教育相談会をを開催開催  
　就学前・小・中学校のお子さまとその保護者の方
を対象に教育相談会を開催します。お気軽にご相談
ください。相談は無料です。
【とき】7月25日（火）午前9時30分～午後3時30分
【ところ】市公民館二宮分館
【内容】相談内容に合わせて、小中学校教員、市子ど
　も発達支援センターひまわり園職員、児童家庭課相
　談員、健康増進課、心理相談員が相談に応じます。
【申し込み】7月3日（月）必着で、次のいずれかの
方法で申し込み。①真岡市教育委員会に電話で申
し込み ②申込書を真岡市教育委員会に郵送または
持参 ③申込書を担任の先生に提出

【その他】相談開始時刻は、午前9時30分、午前11時、
　午後1時、午後2時30分からお選びください。
　相談時刻を調整後、郵送でお知らせします。

【申し込み・問い合わせ】
    〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市教育委員会学校教育課 ☎83-8181 FAX83-8080 

仕事や生活にお困りの方へ仕事や生活にお困りの方へ
生活困窮者自立相談支援事業生活困窮者自立相談支援事業  
　さまざまな理由で経済的に困っているなど、生活
上の悩みを抱えている方の相談をお受けし、どのよ
うな支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プラ
ンを作成し、各関係機関と連携しながら、相談者の
自立に向けた就労・生活支援等を行います。
　相談は無料で、秘密は守られますので、安心して
ご利用ください。
【とき】月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
【ところ】自立相談支援センター
　（総合福祉保健センター内）
【対象】市内在住で、生活保護を受けていない経済
　的に困っている方
【問い合わせ】
　自立相談支援センター（総合福祉保健センター内）
　☎ 81-6011（直通）
　社会福祉協議会　☎ 82-8844 FAX82-5516

　市政に関する振興施策について調査審議を行う
「真岡市政策審議会」の委員を公募します。
【募集人数・条件】次の条件を満たす方　3人程度
　・市内に在住または勤務する満 20歳以上の方
　　（平成 29年 6月 7日現在）
　・まちづくりに関心をお持ちの方
　・8月29日（火）に開催する会議に出席できる方
【報酬】日額 8,500 円
【応募締切】7月 19日（水）午後 5時必着
【応募方法】任意の用紙に①②を記入し、下記宛先
　へ郵送、FAXまたは Eメールで提出ください。
　①応募動機およびまちづくりに対する考え
　　（400字程度）　
　②住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号
【その他】提出書類は返却しません。
【会議開催予定】8月29日（火）午後1時30分～4時30分
　内容：第11次市勢発展長期計画 増補版について
　※会議および議事録は原則として公開されます。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市総務部企画課企画調整係　☎ 83-8102
　FAX 83-5896　Ｅメールkikaku@city.moka.lg.jp

真岡市政策審議会の委員を募集真岡市政策審議会の委員を募集

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

　桜吹雪と菜の花のじゅうた
んの中を走り抜けるＳＬの姿、
山車と神輿が競演する「桜町
千本さくらまつり」の模様を、
より精細で美しい映像でお届
けします。ぜひご覧ください。
【番組名】「もおかのＳＬ・桜・菜の花街道」
【放送予定】6月 26日（月）～ 7月 2日（日）
 　7:30 ～、11:30 ～、17:30 ～、19:30 ～、
　 23:30 ～
　＊都合により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。

もおかテレビにて４Ｋカメラでもおかテレビにて４Ｋカメラで
撮影した番組を放送撮影した番組を放送

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター
　☎73-2200 

　にのみや保育園子育て支援センターの利用は、未
就園児が対象ですが、夏・冬・春休みについては幼
稚園児・保育園児も対象に含まれます。小学生以上
は利用できませんのでご注意ください。
※未就園児…就学前の在宅乳幼児

にのみや保育園子育て支援センターにのみや保育園子育て支援センター
利用対象者についてのお知らせ利用対象者についてのお知らせ

料金無料
秘密厳守 7 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 11日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 11日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※6/30（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 11日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

4、11、18、25 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  4日（火）  9:30 ～11:30
【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

7:00
11:00
17:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
もおか

　「trattoria
    COCORO」


