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 銃器 銃器でで有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をを実施実施
　農作物被害の防止のため、カルガモ・カラスの駆
除を次のとおり実施します。
【とき】9月 1日（金）～ 7日（木）
【対象区域】市内全域（住宅地等を除く）
【実施主体】ＪＡはが野

【問い合わせ】
JAはが野真岡地区営農センター ☎ 83-8700
JAはが野二宮地区営農センター ☎ 74-4115
農政課農政係 ☎83-8137　FAX 83-6208

特定計量器定期検査の実施特定計量器定期検査の実施
　事業所などの取引、証明に使用しているはかりは、
計量法で定められている定期検査を受けなければなり
ません。検査を受けていないはかりは、取引・証明に
使用できなくなりますので、必ず受検してください。
ときとき 対象地区対象地区 検査会場検査会場

9/4（月）真岡地区（荒町・田町・台町・並木町以外）

総合福祉
　 保健センター9/5（火）真岡地区（荒町・田町・台町・並木町）

9/6（水）山前・大内・中村地区
9/7（木）上記で受けられなかった方

9/8（金）二宮地区 下久田駅前
 どんとこい広場

　※実施期間中は、対象地区でなくても受検できます。
【検査時間】午前 10時～正午、午後 1時～３時
【持ち物】はかり、「特定計量器定期検査について」の
　用紙、手数料
【問い合わせ】　　　
　商工観光課商業係　☎ 83-8643 FAX83-0199
　栃木県計量検定所　☎ 028-667-9425

市議会 ≪9月市議会 ≪9月のの日程≫日程≫
8月 28日（月）議会運営委員会 10:00 ～

9月

4日（月）開会 10:00 ～
11日（月）質疑・一般質問 10:00 ～
12日（火）質疑・一般質問 10:00 ～
13日（水）質疑・一般質問（予備日）10:00 ～

14日（木）常任委員会（民生文教・産業建設）10:00 ～

15日（金）常任委員会（民生文教・産業建設）10:00 ～
19日（火）常任委員会（総務）10:00 ～
20日（水）常任委員会（総務）10:00 ～
22日（金）決算審査特別委員会　10：00～
26日（火）閉会10:00 ～

【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176 FAX83-8714

出会い・結婚応援事業出会い・結婚応援事業
花田 景子花田 景子 講演会 講演会

～自己表現のためのコミュニケーション術～～自己表現のためのコミュニケーション術～
　元アナウンサーで、貴乃花部屋女将
の花田景子さんをお迎えします。
【とき】10月5日（木）午後6時30分から
【ところ】市民会館大ホール
【講師】 花田 景子氏（貴乃花部屋女将）
【入場料】無料　【申し込み】不要
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター
　☎83-1234 FAX84-1545

9/1～9/10は屋外広告物適正化旬間9/1～9/10は屋外広告物適正化旬間
広告物広告物をを表示表示するにはするには許可許可がが必要必要ですです
　広告物を表示するには一部の適用除外を除き、あ
らかじめ市の許可を受ける必要があります。良好な
景観の形成と広告物による事故防止のため、広告物
の適正な表示および管理をお願いします。
【問い合わせ】都市計画課計画係
　☎ 83-8152　FAX 83-8879

歯周病検診歯周病検診でで歯歯のの健康健康をを守ろう守ろう
【実施期間】9月1日（金）から11月 30日（木）　
　※休診日を除く
【対象】平成 29 年度中に 40 歳、50 歳、60 歳、
　70 歳を迎える方で、自分の歯がある方
　※対象者には、歯周病検診受診券を郵送しました。
　　郵送資料に記載されている医療機関に直接予約
　　し、受診券を持参して検診を受けてください。
　※治療中の方は、通院している医療機関の医師に
　　ご相談ください。
【検診内容】①口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口
の中の清掃状況など） ②歯周ポケット(歯肉からの
出血や、歯石の有無など )　【自己負担金】400 円
　※受診したときに、医療機関に支払ってください。
　※平成 29 年度中に 70 歳を迎える方は無料です。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619

【ところ】 観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内）
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】3日（日）、17日（日）：午前 11時から
　　　10日（日）：午後 2時から
　※ 10日（日）のみ市民会館小ホールで行います。
【参加料】無料
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】7日（木）、21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】2日（土）、16日（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】14日（木） 、28日（木）午前9時 30分から
【参加料】実費負担

9 月9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

【問い合わせ】真岡鐵道株式会社　☎ 84-2911

夏休みはSLに会いに行こう夏休みはSLに会いに行こう
キューロクサマーフェスティバルキューロクサマーフェスティバル
【とき】8月 27日（日）
　午前10時～午後6時
【ところ】SLキューロク館、
　真岡駅、情報センター４階
　SLコーナー

【問い合わせ】国保年金課 国民年金係　☎ 83-8593
　二宮支所 福祉国保窓口係　☎ 74-5004

　日本年金機構から「年金請求書（短縮用）」が送
られた方を対象とした年金受給に関する相談や、国
民年金保険料の納付に関する相談を、年金事務所の
職員が、出張窓口を開いてお答えします。
【とき】8月 30日（水）午後 2時～ 7時
【ところ】市公民館　第 7会議室
　※待ち時間を少なくするため、年金受給に関する
　相談については、宇都宮東年金事務所に事前予
　約をお願いします。

　

受給資格期間短縮にかかる年金請求や受給資格期間短縮にかかる年金請求や
国民年金保険料の納付についての国民年金保険料の納付についての
相談会 開催相談会 開催

宇都宮東年金事務所
　☎ 028-683-3211（自動音声案内②）

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
 　 　ガイドツアー【9 月】ガイドツアー【9 月】
日　時 集合場所 ガイド内容

10日（日）
10:00 ～ 11:30

久保記念
観光文化
交流館

『レトロなまちあるきガイド』
かつて城下町として栄
えた門前地区。歴史あ
る建物・文化に触れる
ツアーです。

　※開始時間の 10分前までに集合 　
【募集人数】20人 
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】開催日前日までに下記へ申し込み
【申し込み・問い合わせ】観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

公共施設等総合管理計画公共施設等総合管理計画
推進委員を公募推進委員を公募

【対象】①本市の公共施設マネジメントに興味・関心
　があり、計画の策定や推進に関する検討にご協力い
　たただける方 ②市内に住所を有する20歳以上の方
　③平日昼間の会議に出席できる方（年 3回程度）
【公募人数】3名程度　
【任期】10月～平成 30年 9月（２年間）
【申し込み】9月 14 日（木）までに、氏名、住所、
　性別、年齢、連絡先の電話番号、応募の動機を明
　記したものを下記まで提出（郵送、Eメール可）
【申し込み・問い合わせ】企画課管財係　
　〒321-4395 真岡市荒町 5191番地 真岡市総務  
　部企画課管財係 ☎ 83-8103 FAX83-5896　
　E ﾒｰﾙ：kikaku@city.moka.lg.jp

もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内

6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆ JUMP UP もおか　
　トピックニュース
　ようこそ市長室へ「子ども議会」
　広報もおかTV「今月の表紙（9月号）」
　　　　　　　　「市政ニュース」など
　もおかインフォ「下水道の日」「真岡市の保育施設と
　　　　　　 平成30年度の入園児募集開始」

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショートケーキ
　「高校生真岡線清掃ボラ
　 ンティア事業」　
　「真岡の灯ろう流し」 

13:00
20:00

◆コットンタイム
　「真岡の夏まつり　荒神祭①」

【8 月 28日（月）～ 9月 3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。
※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施設
への加入が必要となります。視聴の申し込みは、
宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎028-638-8092）

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

◆行ってみっぺ！
　もおか
　「アイラッシュ
　 ブリス」

7:00
9:00
11:00
15:00
17:00
19:00
23:00

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
【応募条件】保育士の資格をお持ちの方
【賃金】日額 7,830 円
●面接相談員　1人　
【勤務場所】社会福祉課 生活支援係
【勤務内容】生活保護に係る面接相談、生活保護の
申請手続きに係る調査等の事務処理

【応募条件】（1）～（3）すべてに該当する方
　（1）次のいずれかの資格もしくは経験を有する方
　　①福祉事務所において現業員等の生活保護事務
　　経験が 3年以上ある方 
　　②社会福祉行政または社会福祉施設における相
　　談業務、その他社会福祉に係る相談業務に 3
　　年以上従事した方 
　　③社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有
　　する方で、相談業務に係る実務経験が 1年以
　　上ある方

　（2）パソコン（ワード・エクセル）の基本的な操
　　作ができる方
　（3）普通自動車免許をお持ちの方（AT限定可）
【賃金】日額 7,830 円
●一般事務補助　1人　
【勤務場所】児童家庭課 保育係
【勤務内容】保育所等への入所に関する受付および
関連書類の整理事務、児童家庭課保育係所管事務
の補助

【応募条件】パソコン操作（ワード・エクセル）の
できる方

【賃金】日額 6,240 円　
共通事項共通事項

【勤務期間】9月～平成 30年 3月 31日
　※試用期間 14日間
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
【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
【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、下記へ本人が直接提出。
　※保育士の方は、資格証を添えてください。
【選考方法】面接（随時）
【受付時間】午前 9時～午後 5時
【申し込み・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


