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【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

★期日前投票 10月 21 日（土）まで
　投票日当日、仕事やレジャーなどで投票区内にいない予定の方は、下記の3カ所で期日前投票ができます。
【時間】午前 8時 30分～午後 8時
【投票所】①市公民館真岡西分館 ②二宮コミュニティセンター 　
　③イオンタウン真岡（ザ・ビッグエクストラ真岡店駐車場北西プレハブ）

▼３種類の投票を行います　
　小選挙区選出議員選挙：候補者個人の氏名を記入。
　比例代表選出議員選挙：政党等の名称、略称を記入。
　最高裁判所裁判官国民審査：辞めさせたい裁判
　官のみ×を記入。

▼本市で投票できる方
　平成11年10月23日以前に生まれ、かつ、今年7月
9日以前に真岡市に転入届をし、引き続き3カ月以上住
所を有している方（今年7月10日以降に、真岡市に転入
届をした方は、真岡市内での投票所では投票できません）

投票所入場券裏面の「期日前
投票宣誓書兼請求書」に記入
してお持ちください。

※第16 投票区は、根本和い和いホールではなく、森の木公民館（真岡市根本 1062 番地 1、神宮寺塚古墳の南）
　が投票所となりますので、ご注意ください。

※選挙用紙の色

★投票日 10月 22 日（日）午前 7時～午後 8時

農業者年金農業者年金にに加入加入しませんかしませんか
　農業者年金は、下記①～③の条件を満たす方であ農業者年金は、下記①～③の条件を満たす方であ
ればどなたでも加入できます。ればどなたでも加入できます。
【条件】①国民年金の第1号被保険者 ②年間60日以【条件】①国民年金の第1号被保険者 ②年間60日以
上農業に従事する方 ③ 20歳以上60歳未満の方上農業に従事する方 ③ 20歳以上60歳未満の方

【保険料】月額 2万円～ 6万 7千円、千円単位で選【保険料】月額 2万円～ 6万 7千円、千円単位で選
択可能。択可能。

【その他】認定農業者等の一定要件を満たす方は、【その他】認定農業者等の一定要件を満たす方は、
国から保険料の一部が補助されます。詳しくは下国から保険料の一部が補助されます。詳しくは下
記へお問い合わせください。記へお問い合わせください。

【問い合わせ】農業委員会事務局農政係
　☎ 83-8742　FAX83-0199

平成平成3030年度 年度 保育所（園）入所保育所（園）入所のの申込受付申込受付
受付期間：10/2 ～ 11/30受付期間：10/2 ～ 11/30

【提出書類】■保育所入所申込書兼支給認定申請書
　■調査票 ■保護者等の状況を証明する書類（勤
　務証明書等） ■お子さまの出生前に申請をする場
　合は、母子手帳の表紙と出産予定日のページのコピー
　※出生前のお子さまの申し込みは、就労が決まっ
　　ている方に限ります。
　※書類は、児童家庭課・二宮支所にあります。
　　（市ホームページからダウンロードも可）
【申し込み】上記必要書類を下記窓口へ提出
　※認定こども園・小規模保育施設を希望される方
　　は、直接施設へお申し込みください。　
【申し込み・問い合わせ】
　児童家庭課保育係 ☎ 83-8035  FAX82-2340

【とき】10月29日（日）午前10時～午後3時 
　※上記時間帯交通規制（荒町本通り一部区間）
【ところ】久保記念観光文化交流館周辺【ところ】久保記念観光文化交流館周辺

久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
開館3周年記念イベント開館3周年記念イベント

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会　☎ 82-2012（FAX兼）

■ ■■ ■ 久保邸ハロウィン久保邸ハロウィン ■ ■ ■ ■
●ハロウィンパレード（午前、午後各1回）●ハロウィン
記念撮影●仮装スタッフを探せ●ワークショップ
（午前：切り絵、午後：シルクスクリーン）●ジャ
ズ演奏●ハロウィンフラダンス●ハワイアンアクセ
サリーつくり体験●雷様剣士ダイジショー●フェイ
スペイント●おばけかぼちゃの展示●大道芸人●バ
ルーンパフォーマー●日光さる軍団 サル回し
■ ■■ ■ 貞次郎さんのカレーフェスタ貞次郎さんのカレーフェスタ ■ ■ ■ ■

　本部にて 500 円チケット（カレー引換券 2枚、
ライス引換券１枚）を販売します。
　※カレーは一杯につき 100g 程度です。
【出店店舗一覧】 　　　
　①ミドリ食堂　②トラットリア ココロ
　③クレイジーカレー　④Eph Dinniing Yu`s 
　⑤居酒屋　アラカルト　⑥ トンポー
　⑦CoCo壱番屋　真岡並木町店
　⑧串揚げ・浜焼「仙蔵」　⑨イクバル
　⑩Cafe 黒猫館　⑪讃岐手打ちうどん丸まさ

平成 29年度平成 29年度
社会福祉協議会職員募集社会福祉協議会職員募集

【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会 
　☎ 82-8844　FAX82-5516
　ホームページ http://www.moka-shakyo.jp

●事務職員　4人 ：社会福祉協議会に勤務、一般事
務等の仕事です。

　【勤務場所】事務局、さくら作業所、地域活動支
　援センター、ひまわり園
【応募条件】
　昭和63年4月2日以降に生まれた方で、社会福
祉士、精神保健福祉士、保育士または社会福祉主
事任用資格等を有する方または取得見込みの方

【試験日】作文試験 :11 月 12日（日）
　面接：12月 2日（土）
【選考方法】書類選考、作文試験、面接試験等
　【出願期間】10月 2日（月）～ 31日（火）
　　（土・日曜、祝日を除く）
　【申し込み】採用試験申込書、履歴書、資格証明
　書等を添えて、下記まで本人が直接提出してく
　ださい。（受付時間午前 9時～午後５時）
　詳細は下記までお問い合わせください。

ケーブルテレビのインターネットケーブルテレビのインターネット
利用料一部値下げ！利用料一部値下げ！

　10/1から、ケーブルテレビのインターネットサー10/1から、ケーブルテレビのインターネットサー
ビスの月額利用料を下記の通り値下げいたしましたビスの月額利用料を下記の通り値下げいたしました
ので、この機会にぜひ、ご加入をご検討ください。ので、この機会にぜひ、ご加入をご検討ください。

【加入の申し込み・サービスに関する問い合わせ】
　宇都宮ケーブルテレビ株式会社☎028- 638- 8092
【その他の問い合わせ】情報システム課地域情報係
　☎ 83-8496 FAX83-5896　

値下げ対象サービス変更前（月額/税込）変更後（月額/税込）
120Mbps 4,536 円 3,985 円
1Gbps 4,644 円 3,996 円

10/22 芳賀地区エコステーション10/22 芳賀地区エコステーション
臨時休館のお知らせ臨時休館のお知らせ

　10/22（日）は電気設備点検のため、全日休館とな
ります。施設見学や多目的広場の使用等、施設への入
場ができなくなるほか、電話も不通となります。ご迷
惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
【問い合わせ】芳賀地区エコステーション
　☎ 81-1244　FAX81-1266

【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合消防本部
　真岡消防署　☎ 82-3161

付いてますか？付いてますか？  住宅用火災警報器！住宅用火災警報器！
　平成21年 6月から、全ての住宅に住宅用
火災警報器の設置が義務付けられました。
　住宅用火災警報器とは、天井や壁に取り付
け、火災時に発生する煙や熱を早期に感知し、警報音
や音声で火災を知らせるための器具です。既に設置
されている住宅では、定期的に作動確認をしましょう。
　※電池タイプの物は、概ね10年で電池切れとなります。
　設置方法等、ご不明な点は、下記まで問合せください。

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
6:00
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
「もめん茶屋のオープンについて」
・もおかインフォ
「BCPの策定推進事業」等　

6:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操
10月のテーマ
「腰痛予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム　
「第 40回栃木県少年の主張発表芳賀地区大会」

◆小学校運動会
中村東小学校　　10 月 24日 8:00 ～、10月 28日 8:00 ～
中村小学校　　　10 月 25日 8:00 ～、10月 28日 15:00 ～
東沼小学校　　　10 月 26日 8:00 ～、10月 29日 8:00 ～
西田井小学校　　10 月 27日 8:00 ～、10月 29日 15:00 ～

【10月 23日（月）～10月 29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。
【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

6:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート  
　ケーキ
「岸本神社例大祭」
「第25回二宮写
真クラブ写真展」

◆行ってみっぺ！もおか
「DANCE SPACE 蔵人」

7:00
15:00
17:00
19:00
23:00

もおか“いちご”フェスタ2017もおか“いちご”フェスタ2017
イベント参加者募集イベント参加者募集

【とき】12月3日（日）午前9時30分～午後3時30分
【ところ】井頭公園駐車場 (井頭温泉北側 )

■もおかグルメグランプリ■
　地元食材を使った自慢のグルメを模擬店で販売
してください。グルメを食べた来場者が投票し、
得票数によってグランプリを決定します。
【対象】市内で活動している団体や事業者（飲食店可）
【募集期限】11月 6日（月）

■ダンスパフォーマンスコンテスト■
　井頭温泉チャットパレスで開催するダンスコン
テストです。ダンスのジャンルは問いません。
【会場】井頭温泉チャットパレス
【対象】①、②の条件を全て満たすこと
　① 2～ 10人のダンスチームであること。
　②県内の大学、専門学校、小中高学校、保育所、
　幼稚園に在籍していること。

【募集期限】11月 10日（金）

※出店料・参加料は全て無料です。
※イベント内容や応募方法の詳細については、市ホー 
　ムページをご覧になるか、下記までお問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】
　もおか“いちご”フェスタ実行委員会事務局
　（企画課企画調整係）☎83-8102　FAX83-5896
　Ｅメール kikaku@city.moka.lg.jp

■ブース出店者■
　グルメ、物販ブースや、団体・事業者等のＰＲ
ブース出店者を募集します。
【対象】県内在住または勤務の方・県内で活動して
いる団体または事業所　【募集期限】11月6日（月）

久保記念観光
文化交流館

木綿会館
等駐車場

木綿会館
駐車場

木綿
会館

真岡市まちのお休み処
もめん茶屋

荒
町
本
通
り

真岡市まちのお休み処真岡市まちのお休み処
「もめん茶屋」がオープン！！「もめん茶屋」がオープン！！
【オープン日時】
　10月29日（日）午前10時
【ところ】
　真岡市荒町2165番地1
【営業時間】
　午前10時～午後6時
★オープン記念として、先着 200名様に
　「恋するいちご」をプレゼント！

【問い合わせ】株式会社静風　☎ 82-8812 

　寿町交差点～10/29（日）
　交通規制10:00～15:00

岡部記念館
金鈴荘

道路上に張り出している
樹木の管理をお願いします

道路上に張り出している道路上に張り出している
樹木の管理樹木の管理をお願いしますをお願いします
　道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車
の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー
等が見えにくくなるなど、交通事故の原因となります。
　私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理
物であり、道路上に張り出した庭木や生垣、山林・
空地等の草木が原因（倒木、枝の落下等）で、通行
人のけがや車両の損傷を招く事故が発生した場合、
土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
　通行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご確
認の上、所有者の責任において、剪定・伐採等、適切
に管理いただきますようお願いします。　

私有地 道路

境界を越えた部分は、
剪定・伐採等を行い
ましょう。

境 界

【問い合わせ】建設課維持係 ☎83-8148 FAX83-6240


