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●真岡市夏祭大花火大会点火カウントダウン係募集
　7/22（土）に開催される、真岡市夏祭第 48 回大
花火大会の点火式でカウントダウンのアナウンスを
していただける方を募集します。【とき】7/22（土）
18:30 集合【対象 · 人数】市内在住の小学校 4年生～
6年生、2人 1組（友人やご兄弟など 2人 1組で申込）
※応募多数の場合は抽選　※当日は保護者同伴
【申し込み】7/10（月）～ 14（金）（9:00 ～ 17:30）
下記まで、保護者の方が電話で申し込みください。
花火大会実行委員会☎ 090-2528-5575（野澤）
●真岡市夏祭大花火大会のボランティア募集
　7/22（土）に開催される、真岡市夏祭第48回大花
火大会に警備等のボランティアスタッフとして参加し
てみませんか。【問い合わせ】花火大会実行委員事務局
☎ 090-6159-8431（田口）
●平成 28 年度中に家屋を新築等された方へ
　平成28年度中に新築、増築および改築により家屋を
取得された方には、７月に不動産取得税が課税されます。
納税通知書が届いた方は、納期限7/31（月）までに県
税事務所窓口や最寄の金融機関、郵便局、または指定さ
れたコンビニエンスストア等で納付してください。公共
事業のために収用を受けた家屋または被災した家屋の所
有者等が代替家屋を取得した場合は、軽減措置を受けら
れる場合があるので、お問い合わせください。
【問い合わせ】真岡県税事務所☎ 0285-82-2136

◇職種および応募資格等
職種 受付期間、応募資格、試験日

①自衛官候補生
（男子）

【受付期間】年間を通じて受付
【応募資格】採用予定月の1日現在、18歳
以上 27歳未満の男子

【試験日】受付時に通知

②自衛官候補生
（女子）

 【受付期間】7/1（土）～ 9/8（金） 
 【応募資格】採用予定月の1日現在、18歳
　以上 27歳未満の女子
 【試験日】9/23（土）、9/24（日）のうち
　指定する1日および9/30（土）、10/1（日）
　のうち指定する 1日

③自衛隊一般曹
候補生（男女）

 【受付期間】7/1（土）～ 9/8（金） 
 【応募資格】平成 30年 4月 1日現在、　
　18歳以上 27歳未満の者
 【試験日】9/16（土）、9/17（日）のうち
　指定する1日

④海上・航空
自衛隊航空学生
（男女）

 【受付期間】7/1（土）～ 9/8（金） 
 【応募資格】平成30年 4月 1日現在、   
　18歳以上21歳未満の者
　※海上は、23歳未満
 【試験日】9/18（月）

【資料請求・問い合わせ】
　〒321-4307 真岡市西郷2585-252（栄光ビル2階）
　自衛隊真岡募集案内所 ☎ 83-7818（FAX兼）

平成 29年度平成 29 年度  自衛官自衛官をを募集募集

【とき】 7 月 20日（木）
【ところ】真岡商工会議所（真岡市荒町 1203）
【参加料】無料
①とちぎジョブモール巡回セミナー①とちぎジョブモール巡回セミナー
【とき】午前 10時 30分～正午
【内容】面接の受け方とメンタルトレーニング
【講師】ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会②とちぎジョブモール巡回相談会
【とき】午後 1時～ 4時
【内容】就職活動・スキルアップに関するアドバイス、
　履歴書の書き方、面接の受け方、職業適性診断
③とちぎ生涯現役シニア応援センター③とちぎ生涯現役シニア応援センター
　ぷらっと巡回相談会　ぷらっと巡回相談会
【とき】午後 1時～ 4時
【内容】セカンドライフ、ボランティアや就労など
の社会参加活動、生涯学習に関するアドバイス

◆①～③共通事項◆◆①～③共通事項◆
【申し込み】7月 19 日（水）午後 5時までに下記窓
口または電話受付

【問い合わせ】商工観光課勤労者係 
　☎ 83-8134 FAX83-0199

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー巡回相談会＆巡回セミナー

「まちなか保健室」駅前館で「まちなか保健室」駅前館で
健康講座健康講座を開催しますを開催します

【とき】7月13日（木）午後1時30分～2時30分
【内容】『認知症サポーター養成講座』
【講師】地域包括支援センター 職員
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 15人　
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

≪7月≫≪7月≫  献血献血ににご協力ご協力をを！！
と　き と　こ　ろ

26日（水）

9:00 ～ 10:30 仙波糖化工業第三工場
11:10～12:00 仙波糖化工業第二工場
13:30～15:00 仙波糖化工業本社

15:40～16:30 東京電力パワーグリッド㈱（会場：栃木総支社真岡事務所）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

7 月に 70 歳を迎える方へ7月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　7月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 22年 7月 31日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係、二宮支所
　福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。7月に申請された方への温泉券の交付
　枚数は 9枚（9カ月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

ちゃれんじもおかちゃれんじもおか
バーデ deエクササイズバーデ deエクササイズ
体験教室参加者募集体験教室参加者募集

　自由参加型のバーデプール教室です。水中ウォー
キングや音楽に合わせ楽しく体を動かし、無理なく
シェイプアップ、筋力アップができます。
【募集コース】  8 ～ 9月コース：40人 
【ところ】 井頭温泉内バーデプール
【内容】2 カ月間でバーデプールレッスンを 5 回、
　自由に選んで参加　
【対象】30～ 64歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・コレ
　ステロールなどが気になり運動したいと考えている方
【申し込み】7月 26 日（水）（10:00～21:00）まで
に井頭温泉へ電話申込⇒ 7 月 26日（水）（15:00
～ 17:00）までに井頭温泉で資料受取　
　※お一人様、年 1回 1コースの参加
【申し込み】井頭温泉 ☎ 83-8822（火曜休）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619 E ﾒｰﾙ kenkou@city.moka.lg.jp 

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
真岡市立図書館真岡市立図書館

真岡市立図書館開館 35周年記念イベント真岡市立図書館開館 35周年記念イベント
　図書館の開館 35周年を記念したイベントを開催
します。大人向けクイズ、子ども向けクイズなどを
行い、参加賞をご用意しています。
【とき】7月 7日（金）～ 9日（日）
　①午前 10時～正午 ②午後 2時～ 4 時

第 35回町おこし民話語り第 35回町おこし民話語り
　民話美寿々会「もおか」支部のみなさんによる「海
の話、山の話」などの民話語りを行います。
【とき】7月 8日（土）午前 10時～ 11時

真岡市立図書館・二宮図書館真岡市立図書館・二宮図書館
図書館を水族館にしよう！図書館を水族館にしよう！

　子どもたちの自由な発想で作ってきた海の生き物
を図書館の壁面に展示します。
【募集】7月 7日（金）～８月 31日（木）　
　展示をご希望の図書館へ作品をお持ち下さい。
【展示期間】８月 1日（火）～ 31日（木）
　※作品の返却はありません。来年度以降の図書館
　　の展示に使用させていただく場合があります。
【問い合わせ】◆真岡市立図書館 ☎ 84-6151 　　
　FAX83-6199 （http://www.city.moka.tochigi.jp/library/）
　◆二宮図書館 ☎ 74-0286

体験学習を開催します体験学習を開催します

栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校  
◆高等部体験学習《第 1回》
【とき】8月22日（火）午前9時15分～午後0時30分
　（受付：午前 9時から）
【内容】高等部概要説明、授業自由見学・授業体験、
　校舎内見学、進路相談
　※運動着にてご参加ください。
◆小学部体験学習
【とき】8月24日（木）午前9時40分～午後0時30分
　（受付：午前 9時 20分から）
【内容】小学部概要説明、グループ活動体験、教育相談

各日共通事項各日共通事項
【ところ】栃木県立益子特別支援学校
　（〒 321-4106  栃木県芳賀郡益子町七井 3650 ）
【対象】次年度本校への入学を考えているお子さま
　と保護者、教職員、 関係機関職員　
【持ち物】上履き　
【申し込み】7月10日 (月 )～ 20日（木）電話受付
【申し込み・問い合わせ】
　栃木県立益子特別支援学校 ☎ 72-4915
　真岡市教育委員会 ☎ 83-8181 FAX83-8080 

真岡オフィスプラン 21真岡オフィスプラン 21
（インキュベートオフィスＭＯＰ 21）（インキュベートオフィスＭＯＰ 21）
入居者募集のお知らせ入居者募集のお知らせ

　真岡商工会議所では、市内で新規に事業を始める
方や創業後 5年未満の起業家を対象にインキュベー
ト施設の運営による創業支援を行います。
【所在地】真岡市荒町 1203（真岡商工会議所内）
【施設概要】地上１階
【入居用施設】オフィス 2 室　（各 9.18 ㎡）
【利用可能時間】月曜～金曜日（祝日を除く）
　午前 8時 30分～午後 6時
　※施設の制約上、飲食店・工場などは不可
【付帯設備】冷暖房設備（各室専用）、事務デスク、椅子
【入居資格】①か②に当てはまる方
　①創業して 5年未満の個人または法人
　②新たな事業活動の準備をしている個人または法人
　※施設退去後に原則として、市内に事業所の立地
　　が可能であること
【入居要件】１年更新（最長 2年）
【使用料】月額20,000円（税別） （部屋代、共益金として）
【募集期間】7月 3日（月）～ 31日（月）
【審査】「書類審査」の後、書類審査合格者に「面接
　審査」（入居審査会）を行い入居者を決定
【入居開始日】10月 2日（月）
【申し込み・問い合わせ】真岡商工会議所☎82-3305
【創業に関する問い合わせ】
　商工観光課商業係 ☎ 83-8643 FAX83-0199　
　にのみや商工会 ☎ 74-0324、真岡商工会議所

三つ子の魂育成事業三つ子の魂育成事業
中学生・高校生ボランティアスクール中学生・高校生ボランティアスクール

プロジェクトつなぐプロジェクトつなぐ
　中学生・高校生が体験学習を通し、障がいの有無
にかかわらず、人と人とが互いに助け合う大切さ、
命の尊さなどの理解を深め、ボランティア活動への
関心を高めます。
【とき】7月 31日（月）、８月１日（火）
【ところ】特別養護老人ホーム椿寿園（亀山350-20）
【対象】市内中学校・高等学校に通学している生徒
　先着20人　【内容】講話、体験学習など
※学校の運動着など活動しやすい服装でご参加ください。
【申し込み】7月21日（金）までに下記窓口、電話、FAX受付
【申し込み・問い合わせ】社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX 82-5516

一般介護予防事業一般介護予防事業

わくわく健康教室わくわく健康教室
　楽しく学んで元気に過ごしましょう。

【時間】午前10時～11時30分　※４日間の教室です。
【ところ】大内農業構造改善センター（大内分館）　
【対象】65歳以上の市民の方　20人程度
【参加料】無料　【申し込み】下記にて電話受付
【申し込み・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 FAX 83-6335

とき 内容・講師
8 月 3日（木）
■体操①

【内容】姿勢の確認と呼吸法、転倒予防体操
【講師】高橋 良徳 氏（健康運動指導士）

8月10日（木）
■食事

【内容】バランス食について
【講師】坂本 美子 氏（栄養士）

8月17日（木）
■体操②

【内容】ストレッチ、膝痛・腰痛改善体操
【講師】高橋 良徳 氏（健康運動指導士）

8月24日（木）
■歯の健康

【内容】お口も健康に！（健口体操など）
【講師】篠崎 恵子 氏（歯科衛生士）


