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【申し込み・問い合わせ】観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
高田まちガイドツアー高田まちガイドツアー

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、8月 1日（火）高田まち開催に合わせて、ガイ
ドを実施します。
【とき】8月1日（火）午前10時～午後3時（随時受付）
【受付場所】高田山専修寺駐車場（テントにて受付）
【参加料】無料　※ただし別途保険料100円
【参加方法】事前予約または当日申し込み

高田まち開催高田まち開催
【とき】8月 1日（火）午前 9時～午後 11時
          8 月 2日（水）午前 9時～正午
【ところ】高田山専修寺（真岡市高田 1482）
【内容】初盆供養、追悼法要、夜店、物部中による
　尊徳太鼓演奏 など
【問い合わせ】
　高田山専修寺　☎ 75-0103 FAX75-0163　
　商工観光課観光係　☎ 83-8135 FAX83-0199

【とき】8月 26日（土）午後 6時キックオフ（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 

 

【問い合わせ】
　農政課農政係 ☎83-8137　FAX 83-6208
　JAはが野二宮地区営農センター ☎74-4115

【とき】8月30日（水）午後1時30分～3時 30分
【ところ】ＪＡはが野二宮地区営農センター
【内容】新規就農希望者への個別相談、農業次世代
人材投資事業についての相談、農業法人等への就
職相談、農業研修受講相談、真岡市新規就農支援
事業についての相談
　※ＪＡ、県、市による新規就農支援のワンストッ
　プサービスを提供します。
　※参加希望者は事前予約制ですが、当日受付も可。
【参加団体】真岡市、はが野農業協同組合、芳賀農
業振興事務所

ＪＡはが野二宮地区就農相談会同時開催ＪＡはが野二宮地区就農相談会同時開催
「新規就農相談会in真岡2017」「新規就農相談会in真岡2017」

2017 ミスコットン2017 ミスコットン
出場者募集のお知らせ出場者募集のお知らせ
　今年もミスコットンコンテストを開催します。選
ばれた方は、市の行事等に参加していただきます。
【応募資格】次の①・②をすべて満たす方
　①県内に在住または勤務する方
　②18～ 30歳未満の独身女性
【選考方法】◆第一次審査：書類審査
　◆最終審査：「もおか木綿ふれあいまつり」会場
　特設ステージにて審査
【賞品】◆ミスコットン（1人）：真岡木綿の着物と
　草木染シルクスカーフ
　◆準ミスコットン（1人）：真岡木綿のベストと草
　木染シルクスカーフ
【応募方法】応募用紙（木綿会館HPにてダウンロー
ド可）に、住所・氏名・生年月日・勤務先（学校名）・
電話・身長・体重を明記し、全身写真2枚（サー
ビス版またはLサイズで過去3カ月以内撮影のも
の）を木綿会館まで郵送または持参

【応募締切】9月22日（金）
【あて先・問い合わせ】〒 321-4305
　真岡市荒町 2162-1　真岡木綿会館
　☎ 83-2560　FAX85-8159

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　
　トピックニュース
　ようこそ市長室へ「どろんこバレー」
　広報もおかTV「今月の表紙（8月号）」
　　　　　　　　「市政ニュース（8月号）」
　もおかインフォ「大雨災害義援金」
　　　　　　　　  「もえるごみを減らそう」
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◆いちごショートケーキ
　「長田祇園祭」

13:00
20:00

◆コットンタイム
　「第 60回舞踊発表会②」

【7月 31日（月）～8月6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。

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●保育士　2人　【勤務場所】市内保育所
【勤務期間】◆ 1人：8月～平成 30年 3月 31日
　◆ 1人：9月 1日～平成 30年 3月 31日
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
【応募条件】保育士の資格をお持ちの方
【賃金】日額 7,830 円
【手当等】通勤手当 (2km以上該当、上限 7,100 円 )
　健康保険・厚生年金・雇用保険加入
　更新の可能性あり　※試用期間 14日間
【選考方法】面接（随時）
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、事
前にご連絡の上、資格証を添えて、下記へ本人
が直接提出。（受付時間：午前 9時～午後 5時）

【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

【ところ】久保記念観光文化交流館内 観光まちづくりセンター
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】6日（日）、20日（日）午前 11時から
【参加料】無料
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】3日（木）、17日（木）午前 10時から
【参加料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】5日（土）、19日（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】10日（木） 、24日（木）午前9時 30分から
【参加料】実費負担

８月８月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【申し込み・問い合わせ】観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

自然教育センター自然教育センター
ボランティア指導員をボランティア指導員を

やってみませんかやってみませんか
　入所した児童生徒の活動を支援するボランティア
指導員を募集しています。ボランティア指導員の養
成のため、研修会「陶芸」を開催しますので、興味
のある方はご参加ください。
【とき】8月 25日（金）
　午後 1時 15分～４時ごろ
【ところ】自然教育センター
【内容】粘土を成形して湯飲み茶碗やマ
グカップなどを作ります。

【対象】小・中学生への陶芸の指導者
として平日の昼間に活動できる成人の方。各自で
当センターまでの往復ができる方。
　定員 10人程度（希望者が多数の場合は抽選）
【参加費】無料
【持ち物等】活動しやすい服装、タオル
【申し込み】8月 21 日（月）までに、下記へ申し
込みください。

【申し込み・問い合わせ】自然教育センター（平日９時～５時）
　☎83-1277　FAX83-1278

もおかぴょんを応援しよう！もおかぴょんを応援しよう！

【投票期間】11月 10日（金）まで
【投票方法】
　①パソコン、スマートフォン、
　　タブレット等の各端末から公式
　　 サイトにアクセス
　② ID（メールアドレス）を登録
　（※初回のみ）
　③発行された IDでログインして
　　投票 ※毎日 1回投票できます！
【ID（メールアドレス）登録の流れ】
　① entry@vote.yurugp.jp へ空メールを送る。
　②返信メールに記載されたURLにアクセスし
　　パスワードを登録する。
　③完了すると ID登録完了画面に移動します。

【問い合わせ】企画課企画調整係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

■ゆるキャラグランプリ 2017
　公式サイト
 　http://www.yurugp.jp/

▼公式サイト

毎日１票！毎日１票！

　もおかぴょんに投票し、皆さんのパワーで真岡市
を元気いっぱいにしましょう。

　農薬の使用機会が多い 6月～ 8月までの３カ月
間は栃木県農薬危害防止運動の期間です。
　農薬の適正使用と管理徹底に心がけ、農薬による
事故等の発生を予防しましょう。

適正使用・管理の徹底適正使用・管理の徹底
・農薬の使用に当たっては、ラベル等で登録農薬であ
ることを確認した上で、使用基準を遵守しましょう。

・農薬や希釈液等をペットボトルやガラス瓶などの飲
食品の空容器等へ移し替えないようにしましょう。

周辺環境への配慮周辺環境への配慮
・住宅地等に近接する農地で農薬を散布する場合は、
　周辺住民へ事前に周知し、飛散防止の対策を徹底
　しましょう。
【問い合わせ】農政課農政係
　 ☎ 83-8137  FAX83-6208

農薬は正しく使いましょう農薬は正しく使いましょう

第第334回4回  真岡井頭マラソン大真岡井頭マラソン大会会
締切間近！申し込みはお早めに！締切間近！申し込みはお早めに！

【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 

【申込期限】8 月 7日（月）まで
　（申込期間中に参加料の支払を完了してください）
　申込方法の詳細は下記までお問い合わせください。
【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）


