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有料広告掲載有料広告掲載をを募集募集しますします
　年間約 15万部配布している「水道検針票」（「使
用水量・料金等のお知らせ」）の裏面スペースに掲
載する有料広告を募集します。申請書等は市ホーム
ページをご確認ください。
【掲載期間】平成 30年 4月から 1年間
【広告サイズ】約 7.0cm× 13.5 ㎝以内
【広告料金】税込 30万円（全面掲載のみ）
　※分割掲載は全面掲載応募がない場合のみ対応
【募集期限】12月15日（金）※応募者多数の場合は抽選
【申し込み・問い合わせ】水道課庶務係
　☎ 83-8167 FAX 84-7512

【とき】11月 26日（日）
　午前10時～午後4時
【ところ】真岡駅東口
　さまざまな体験コーナーやステー
ジイベント、各種模擬店の出店など、
楽しいイベントが盛りだくさん！

◆駅長制服貸し出し ◆キューロク走行車掌車連結
走行 ◆新感覚アトラクション「エレメンツワー
ルド」 ◆コットベリー・もおかぴょん来場 ◆春崎
野乃花&Ｄ 51と一緒に撮影会 ◆ SLプレート拓
本刷り ◆館内ＡＲクイズラリーなど

第 8 回 第 8 回 SL フェスタSL フェスタ開催開催

【問い合わせ】真岡鐵道㈱　☎ 84-2911
　商工観光課観光係　☎ 83-8135 FAX83-0199

≪12月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

7日（木）
9:30 ～ 11:30 ＪＡはが野　本店
13:00～15:00 福田記念病院・真岡中学校
15:45～16:40 栃木銀行　真岡支店

21日（木）9:30 ～ 16:00 ザ・ビッグエクストラ真岡店（主催：真岡ライオンズクラブ）

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

料金無料
秘密厳守 12 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
行政相談 行政への意見 ･要望 12日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※12/1（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

12日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

5、12、19、26 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望 5日（火）  9:30 ～11:30

【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

人権相談のお知らせ人権相談のお知らせ
　人権擁護委員が相談に乗ります。1人で悩まず、
まずはご相談ください。あなたの悩みの解決のため、
最善の方法を一緒に考えます。
　※秘密は厳守します。

期日 時間 場所

12/5（火） 17:00 ～ 19:00
青年女性会館

二宮コミュニティセンター

【申し込み・問い合わせ】社会福祉課社会福祉係　
　☎ 81-6943 FAX83-8554

平成 30年度平成 30 年度
入札参加資格審査申請入札参加資格審査申請をを

追加追加受付受付しますします
【対象】建設工事及び測量・建設コンサル等の入札
　参加資格審査を新規または追加で希望される方
　（29・30年度有資格者は申請不要）
【受付期間】平成 30年 1月 12日（金）～ 26日（金）
【提出方法】郵送（書留・特定記録）を原則とします。
【提出書類】必要提出書類及び記載方法等について
　は、市ホームページ「入札契約情報」で確認して
　ください。
【有効期間】平成 30 年 4 月 1日～平成 31 年 3 月
31 日までの１年間、真岡市の入札参加有資格者
名簿に登載されます。

【その他】物品・役務提供の入札参加資格審査申請
および小規模工事契約希望者登録申請は、随時受
付をしています。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
　総務部総務課契約検査係☎83-8145　FAX80-5036
　※詳しくは市ホームページをご覧ください。
　http://www.city.moka.tochigi.jp/12,0,51.html

宝くじ宝くじおしゃべり音楽館おしゃべり音楽館
想い出のスクリーンミュージック想い出のスクリーンミュージック
【とき】2月 17日（土）午後 2時開演
　（午後 1時 30分開場）
【ところ】市民“いちご”ホール
　（市民会館）大ホール
【入場料】全席指定
　一般（前売）2,500 円、（当日）3,000 円
　高校生以下（前売）1,500 円、（当日）2,000 円
※ 4歳以上入場可
※芸術鑑賞会員は市民会館購入時のみ 500円引き
【チケット発売日】11月25日（土）午前9時から（電
話予約は午後１時から）詳細は下記問い合わせまで

【プレイガイド】市民“いちご”ホール（市民会館） 
☎ 83-7731（日・月・祝日を除く8：30～17：15）、
FKDインターパーク宇都宮☎028-657-6534、
FKDショッピングプラザ宇都宮☎028-623-5269、
公文協公演情報＆TICKETS

　パソコン・スマートフォンから予約・購入可
　クレジットカード決済、一部コンビニ決済・発券可
※公演中の動画および写真撮影禁止
【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集

【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

●保育士　2人　【勤務場所】市内保育所
【勤務期間】12月～平成 30年 3月 31日
　※試用期間 14日間
【応募条件】保育士の資格をお持ちの方
【賃金】日額 7,830 円
●臨時職員　3人　【勤務場所】税務課
【勤務期間】平成 30年 1月 5日～ 3月 31日
　※試用期間 14日間
【勤務内容】一般事務補助および確定申告事務補助
【応募条件】次の全てを満たす方
　①パソコン操作（ワード・エクセル）のできる方
　②普通自動車免許を所有し、自家用車で通勤できる方
【賃金】日額 6,240 円

共通事項共通事項
【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
　※臨時職員（税務課）に応募の方は職務経歴書を併せて提出
【選考方法】面接（随時）【受付時間】午前9時～午後5時

もおか“いちご”フェスタ2017もおか“いちご”フェスタ2017
　真岡の魅力を発信する楽しいことが盛りだくさん
のイベントです。ぜひお越しください。
【とき】12月 3日（日）
　午前 9時 30分～午後 3時 30分　★雨天決行
【ところ】井頭公園駐車場、“いちご”チャットパレス
　（井頭温泉チャットパレス）、　あぐ里っ娘
【イベントＭＣ】だいじ（だいまじん）、真岡女子高校放送部
【主なイベント】
　◆もおかグルメグランプリ ◆いちごグルメコンテスト
　◆ダンスパフォーマンスコンテスト
　◆ステージイベント ◆ゆるきゃら大集合
　◆各種ブース出店（グルメ、物販、団体）
　◆クイズ抽選会（真岡の素敵なものプレゼント！）
　◆限定いちご摘み体験
【アーティスト・パフォーマー】
　◆尊徳太鼓保存会 ◆アミーゴス（ラテン音楽） 
　◆まろにえーる声優陣　野水伊織、設楽麻美、　
　小林元子 ◆北川かつみ（演歌歌手） ◆涼風花（書  
　道家）◆真岡女子高校書道部 ◆真岡北陵高校ブ
　ラスバンド部 ◆バルーンパフォーマーみなみ 他
【ダンスパフォーマンスコンテスト審査員】
　sho-zo（しょうぞう）、JUNKO（ジュンコ）、　
　Ｕ -ｍｉ（ユミ）
【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

水道水の濁りについて水道水の濁りについて
　三谷浄水場配水池の流量計点検を下記のとおり実
施します。
　点検作業は水道の制水弁 (バルブ )操作を行うた
め、水道管内の水圧が変化することにより、一時的
に水道水の濁りが発生する恐れがあります。
　点検時間帯の水道水の使用について、ご留意くだ
さいますようお願いします。
　また、点検時間帯以降に蛇口から赤水等の濁りが
確認された場合には、お手数でもしばらく水を流し、
きれいになってからご利用ください。
　この点検は、水道施設の維持管理上必要であるた
め、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
【点検日時】11月30日（木）午前10時30分～午後４時
【点検施設】三谷浄水場配水池流量計
【給水区域】三谷、水戸部、高田、阿部岡、道祖土、
　君島地内の各一部
【点検業者】日神工業株式会社
【問い合わせ】水道課浄水係
　☎ 83-8697 FAX 84-7512

芳賀地方芸術祭芳賀地方芸術祭
ギャラリー部門展覧会ギャラリー部門展覧会

　芳賀郡市内から集まった日本画・洋画・写真・書
道の４部門の作品を展示します。
【期間】11月 24日（金）～ 26日（日）
　午前 10時～午後 4時
【ところ】大内農業構造改善センター　【入場料】無料
【問い合わせ】文化課　☎ 83-7731 FAX 83-4070

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
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「夕暮れ時
や夜間の交通安全について」
・もおかインフォ
「真岡市の環境対策」等　

6:25
8:25
10:25
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10回もおか木綿ふれあい祭り」
　「第 36回親子仲良し運動会」

【11 月 27日（月）～ 12月 3日（日）放送内容予定】
6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート  
　ケーキ
「ふれあいフェス
ティバル2017」
「さくら・さく
らんぼ祭り」

※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

※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）

◆行ってみっぺ！
　もおか
「石屋」

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

【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

【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）
とき 内容（主催） 参加料

3日（日）、10日（日）
午前 11時から

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

7日（木）、21日（木）
午前 10時から

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

2日（土）、16日（土）
午後 1時 30分から

子供将棋教室
(真岡市将棋連合会） 無料

14日（木）、28日（木）
午前 9時 30分から

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

9日（土）
午後 1時 30分から

町おこし民話語り(民話
美寿々会「もおか」支
部）

無料

12 月12 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催


