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～「都市鉱山からつくる！みんなのメダル
プロジェクト」に参加します～

　2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラ
リンピック競技大会の入
賞メダルに不要となった、
小型家電に含まれるリサ
イクル材（金・銀・銅）
が活用されることになりました。
　東京 2020 組織委員会が主催するこの取り組み
に、真岡市も参加することにしました。
　真岡市大産業祭と同日開催の消費者まつり環境展
で、使用済小型家電のイベント回収を行い、集まっ
た小型家電を「都市鉱山からつくる！みんなのメダ
ルプロジェクト」へ渡します。小型家電制度対象品
目全てを回収しますので、ご家庭で不要となった小
型家電（エアコン、テレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯・
衣類乾燥機を除く）をお持ちください。
【とき】11月23日（木・祝）午前10時～午後3時
【ところ】市民会館南側芝生広場
【問い合わせ】環境課清掃係
　☎83-8126　FAX 83-5896

11/23（木・祝）真岡市大産業祭で11/23（木・祝）真岡市大産業祭で
使用済小型家電を回収します使用済小型家電を回収します

　　　　　　  皆さまのご意見をお寄せください皆さまのご意見をお寄せください　　
【パブリックコメント制度とは】市の政策について、案の段階で計画を公表し、市民の皆さまから意見を求め、
提出された意見を十分考慮し、計画等に反映させる制度です。最終案とともに、提出された意見に対する
市の考え方、修正の内容、反映できない理由を公表します。

【応募方法】ご意見と題名・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下記宛て先へ直接、または郵送・FAX・Ｅメー
ルいずれかの方法でご応募ください。（下記の閲覧可能な施設に備え付けの記入用紙または書式自由）

真岡市パブリックコメント制度

【宛て先、問い合わせ】〒 321 ｰ 4395　栃木県真岡市荒町 5191 番地　議事課庶務係
☎ 83-8176  FAX83-8714　Eメール：gikai@city.moka.lg.jp　
※条例の詳細は、議事課窓口、二宮コミュニティセンター、公民館（各分館含む）、市ホームページで閲覧可
※閉庁時は市役所当直窓口で意見提出可

意見を募集する条例 真岡市議会基本条例（案）   
【条例制定の趣旨】議会と議員の果たすべき役割並びに市民及び市長等との関係を明らかにし、市民に開かれ
た議会運営及び議会活性化を推進するための基本理念として、真岡市議会基本条例を制定します。

【募集期間】10月 23日（月）～ 11月 20日（月）必着

使いやすい年間スケジュール帳　平成30年版使いやすい年間スケジュール帳　平成30年版

「栃木県民手帳」販売中!「栃木県民手帳」販売中!
～「とちぎ」に「あなた」に、身近な一冊～～「とちぎ」に「あなた」に、身近な一冊～

【販売場所】市役所本庁舎西側 売店
【仕様】ビニール表紙（緑色）
【価格】ポケット判（12.4 ㎝× 7.6cm）432 円（税込）
　通常判（14.7 ㎝× 8.9cm）540 円（税込）
※県内一部コンビニエンスストア、書店、文具店で
　も販売しています。
【問い合わせ】企画課統計係☎83-8109　FAX83-5896

第 22 回 第 22 回 真岡市音楽祭真岡市音楽祭
　合唱・吹奏楽・太鼓など、子どもから大人まで真
岡市内の音楽団体が日頃の練習の成果を発表します。
【とき】11月 12日（日）午前 9時 20分開演
　（午前 9時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）
【入場料】無料　
【参加団体】小学校合同合唱団B、小学校合同吹奏楽団、
　中学校合同吹奏楽団、特別演奏ほか　全20団体
【主催】真岡市音楽祭実行委員会、真岡市教育委員会
【問い合わせ】真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

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【11月】ガイドツアー【11月】
日　時 集合場所 ガイド内容

25日（土）
10:00～11:30

久保記念
観光文化
交流館

『真岡のあさがきた！コース』
両替商だった久保家や久
保貞次郎氏について学ぶ
ツアーです。

　開始時間の10分前までに現地集合　※現地解散
【募集人数】20人 　※事前予約が必要です。
【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】真岡市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

　全国瞬時警報システム（Ｊ -アラート）の動作確
認のため、全国一斉に国から配信された情報につい
て、防災行政無線を自動起動させる情報伝達訓練を
実施します。市内 204 カ所に設置された防災行政
無線から、試験放送が行われます。
【とき】11月 14日（火）午前 11時
※災害の発生状況や気象状況等によっては、国の判
断により試験放送を中止する場合があります。

全国瞬時警報（Jアラート）の全国瞬時警報（Jアラート）の
全国一斉情報伝達訓練全国一斉情報伝達訓練をを実施実施

【問い合わせ】安全安心課 ☎ 83-8396　FAX83-8392

住宅総合相談会のお知らせ住宅総合相談会のお知らせ
　栃木県と真岡市では、住宅に関するご相談として、
下記について建築士や司法書士のアドバイスが受け
られる「住宅総合相談会」を開催します。

【とき】11月23日（木・祝）午前10時～午後3時
【ところ】真岡市大産業祭会場内「青年女性会館
　1階女性室」　【相談料】無料　
【申し込み】予約優先です。事前に下記まで予約さ
　れることをお勧めします。
※空き家の利活用（空き家バンク）のご相談は、事
　前予約不要です。

【相談内容】住宅の耐震対策、空き家の利活用（空
き家バンク）、既存住宅のリフォーム、住宅購入時
の登記手続き、業者とのトラブル　など

【事前予約】一般社団法人栃木県建築士会☎028-639-3150
【問い合わせ】栃木県県土整備部住宅課
　☎028-623-2483、 市役所建設課建築係☎83-8150

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
「食育の推進について」
・もおかインフォ
「真岡市大産業祭」「ＳＬフェスタ」　

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

◆わくわく体操　
11月のテーマ
「ウォーキング」

13:00
20:00

◆コットンタイム　
「第21回真岡市わたの花趣味クラブ発表会『午前の部』」

◆小学校運動会
真岡小学校　　11 月 14日 8:00 ～、11月 18日 8:00 ～

【11月 13日（月）～11月 19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
「並木区秋祭り」

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

◆行ってみっぺ！
　もおか
「麺屋くろまる」

※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】産業祭☎ 82-3305（真岡商工会議所）　JＡまつり☎ 84-6611（JAはが野真岡支店）

子どもまつり☎ 82-7151（市生涯学習課）　消費者まつり☎ 83-8394（市安全安心課）
環境展☎ 83-8692（市環境課）
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ＪＡまつり

産業祭
　　　物産振興会抽選会
　　格安販売「青空市」
　自衛隊展示・模擬店
地震体験車
アルミ缶回収

  新米・ポン菓子・ソバ粉
牛乳試飲・飲み物 無料
配布、仔牛の重さ当て

　　模擬店
　   など　Ｐ
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土木事務所

◇野菜 ･果物など新鮮な農産物を激安販売！◇おいしい地元名産品＆他県の特産も大集合！
◇ダンス･地域芸能などステージも充実！◇真岡市イメージキャラクターのコットベリ－＆もおかぴょんが登場！

バザー（公民館2階）10:00～、模擬店・遊びコーナー10:00～
クイズ大会 10:00～、11:00～
チャレンジゲーム大会 10:30～、11:30～

環  境  展

青年女性会館

消費者まつり

真岡市大産業祭真岡市大産業祭第28回第 28 回
11 月 23 日11 月 23 日（木･（木･祝祝））
午前10時～午後3時午前10時～午後3時 雨天決行（花火合図） 雨天決行（花火合図）
【会場】真岡市民広場ほか【会場】真岡市民広場ほか

【真岡工業高校】
・ミニSL　・ミニロボット操作体験

フリーマーケット

公民館 古本市

周遊バス停留所

お子様も楽しめます！
ふれあい動物広場、大道芸
よさこい、ふわふわぞう など

・いちごの紙風船配布（数量限定）
・くらしに関する情報コーナー
・リサイクル品の抽選会（受付 10:00～ 12:00）
・住宅総合相談会

フォン、デジタルカメラ、ゲーム機など
を回収します。
【ところ】市民会館南側芝生広場

使用済小型家電回収イベント
不要なパソコン、携帯電話、スマート

当日の無料シャトルバス運行の詳しい時刻は次週のWeeklyNewsもおかでお伝えします！当日の無料シャトルバス運行の詳しい時刻は次週のWeeklyNewsもおかでお伝えします！

Ｐ

Ｐ

娯楽ステージ
太鼓、舞踊、ダンス など

真若 梯子乗り 12:00 ～

第48回真岡市駅伝競走大会第48回真岡市駅伝競走大会
交通規制にご協力ください交通規制にご協力ください
【日時】11月 12日（日）
　交通規制時間帯　午前 9時 30分～正午

【問い合わせ】スポーツ振興課
　☎ 84-2811 FAX84-6258

この区間の道路は、車両は進行方向矢印の片側
通行となります。迂回にご協力ください。大型
車両は通り抜けできません。
ランナーが走行しますので、ご注意ください。
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