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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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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「平成29
年度 第5回市議会定例会報告」
・もおかインフォ
「真岡のいちご」　
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◆わくわく体操　
1月のテーマ
「膝痛予防」

【1 月 8日（月）～ 1月 14日（日）放送内容予定】
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22:30

◆いちごショート  
　ケーキ
「いたどまち・ど
んとこい広場の
音楽祭」

※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）

◆コットンタイム
「第 12 回公演
真岡ミュージ
カル『けやき
のゆめ』」

13:00
20:00

1 月に 70 歳を迎える方へ1月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　1月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 23年 1月 31日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または、二宮支所福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
のみです。1月に申請された方への温泉券の交付 
枚数は 3枚（3カ月分）です。

【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

【支給の対象者】平成 27 年 4月 1日において、恩
給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金を受ける方（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、ご遺族お一人に特別弔
慰金が支給されます。

戦没者等のご遺族の皆さまへ戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦没者等戦没者等のの遺族遺族に対するに対する特別弔慰金特別弔慰金
（第10回特別弔慰金）（第10回特別弔慰金）がが支給支給されますされます

　※対象の詳細は下記までお問い合わせください。
【支給内容】額面 25万円。5年償還の記名国債
【請求期限】平成 30年４月２日（月）まで
【提出書類】提出書類については、戦没者およびご
遺族の状況により異なります。下記へお尋ねくだ
さい。※窓口の混雑が予想されるため、相談、書
類提出等は事前に日時をお知らせください。

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

真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会
嘱託・臨時職員嘱託・臨時職員をを募集募集
●嘱託職員　4人
【勤務場所】社会福祉協議会事務局、福祉施設
【賃金】月額 178,200 円
●臨時職員　1人　
【勤務場所】社会福祉協議会事務局
【賃金】日額 6,240 円
●共通事項
【応募条件】福祉活動に意欲のある方　
【勤務時期】4月1日から
　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）　
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募方法】所定の「嘱託・臨時職員採用申込書」
と市販の履歴書に必要事項を記入し、2 月 9 日
（金）までに下記へ本人が持参。
   2 月 22 日（木）面接試験を実施。

【申し込み・問い合わせ】 社会福祉協議会
 　☎ 82-8844　FAX82-5516

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー巡回相談会＆巡回セミナー
【とき】 1 月 18日（木）　【参加料】無料
【ところ】真岡商工会議所（真岡市荒町 1203）
【申し込み】1月 17 日（水）午後 5時までに下記
窓口または電話申し込み
①とちぎジョブモール巡回セミナー①とちぎジョブモール巡回セミナー
【とき】午前 10時 30分～正午
【内容】就活のマナー&コミュニケーション
【講師】ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会②とちぎジョブモール巡回相談会
  　（キャリアカウンセリング）  　（キャリアカウンセリング）
【とき】午後 1時～ 4時
【内容】就職活動、履歴書の書き方、面接の受け方、
スキルアップに関するアドバイス。職業適性診断、
若者求職者バウチャー事業カウンセリング。
③とちぎ生涯現役シニア応援センター③とちぎ生涯現役シニア応援センター
　   ぷらっと巡回相談会　   ぷらっと巡回相談会
【とき】午後 1時～ 4時
【内容】セカンドライフ、ボランティアや就労など
の社会参加活動、生涯学習に関するアドバイス

【問い合わせ】商工観光課勤労者係 
　☎ 83-8134　FAX83-0199

（公財）真岡市農業公社（公財）真岡市農業公社
一般事務職員一般事務職員をを募集募集

●一般事務職員　1人
【勤務場所】（公財）真岡市農業公社
　（真岡市農業振興センター内）
【業務内容】真岡市の農業の振興を図るための業務
　①農地利用集積円滑化事業
　②農作業受委託推進事業
　③地域営農推進事業
　④その他この法人の目的を達成するために必要な事業
【応募条件】次の全てに当てはまる方
　①農業の振興に意欲を持ち、知識と行動力を持つ方
　②経理の事務能力を有する方
　③パソコン（ワード・エクセル・メール等）の事
　務能力を有する方
　④普通自動車運転免許資格を有する方
【賃金】月額 192,700 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
【勤務期間】4月 1日～平成 31年 3月 31日まで
　（土・日曜・祝日・年末年始を除く）
　※ 14日間は試用期間とし、試用期間中の勤務成
　　績等によりその後の継続雇用を決定。
　　なお、勤務成績が良好の場合は雇用の延長あり。
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募方法】1月 10 日（水）～２月 9日（金）までに、
　提出書類をそろえて、事前にご連絡の上、下記
へ本人が直接提出。
　※受付時間：午前 9時～午後 5時（土日を除く）
【提出書類】①市販の履歴書、職務経歴書（様式自由）
　②レポート（本市農業に感じることや自己PR等）
　　※Ａ 4版用紙１枚程度。書式等自由。
【選考】１次の書類審査と２次の面接（2月下旬頃）
により決定します。

【申し込み・問い合わせ】 真岡市田町1388番地 
 (公財) 真岡市農業公社  (真岡市農業振興ｾﾝﾀｰ内) 
　☎ 83-9931　FAX83-8911

交通指導員募集交通指導員募集
　児童生徒の登校時の交通指導や、市主催行事にお
ける交通指導などを行う、交通指導員を募集します。
【街頭指導場所】①長田地内 国道 408 号長田小学
　校入口歩道橋下（長田小学区）
　②久下田地内 久下田上交差点（久下田小学区）
【募集人数】2人　【身分】非常勤特別職公務員
【指導時間】原則として月曜日から金曜日の児童生
　徒登校時間　おおむね 1時間程度
【委嘱期間】平成30年4月1日～平成32年3月31日
　任期は 2年とし再任は妨げない。
【報酬】真岡市非常勤嘱託報酬規程による
　※勤務に必要な制服、装備品は市から貸与
【応募条件】①市内に住所を有する方 ②採用時、満20
歳以上63歳未満の方 ③交通指導員活動に熱意があ
り、健康な方 ④普通自動車運転免許を有する方

【応募期間】12月22日（金）～平成30年1月26日（金）
【応募方法】履歴書（写真貼付）を下記へ提出して
　ください。後日、面接を行います。
　（面接日は後日通知）

【応募先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市市民生活部安全安心課交通安全係
　 ☎ 83-8110　FAX83-8392

久下田だるま市久下田だるま市
【とき】1月6日（土）午前 9時～午後 6時午前 9時～午後 6時
【ところ】足利銀行久下田支店前
【内容】だるまの販売、各種露店など

【問い合わせ】
 商工観光課観光係   
 ☎ 83-8135
 FAX 83-0199

【とき】1月 7日（日）午前 9時～午後 6時
　※雨天時は 14日（日）に延期
【ところ】市役所東側交差点～田町橋西側の五行川沿い
【内容】だるま･お飾り･植木などの市や露店、寿くじ
抽選会（寿町商店会主催）、家庭のだるま回収など

初市  だるま市  の開催初市  だるま市  の開催

市役所 五
行
川

☆ 初
市
会
場

↑ ↓

寿くじ抽選会
午前10時から

 だるま回収
お飾りなど、だるま
以外のものは回収で
きません。　

☆

交通規制
午前８時30分

～
午後6時↑ ↓

（（ ））

真岡市就労者定住促進真岡市就労者定住促進
奨学金返還支援事業奨学金返還支援事業

　奨学金を受けて大学に進学した方が、卒業後に真
岡市に居住し、かつ、就労した場合、返済された奨
学金の全部または一部を補助することで、大学卒業
後の働く世代が市内に定住することを促進します。
【対象となる奨学金】
１．日本学生支援機構の第一種奨学金（無利子）
２．地方自治体が貸与する無利子の奨学金
３．公益財団法人栃木県育英会が貸与する無利子の奨学金
４．その他  市長が認める公的機関の無利子の奨学金
【補助額】1人あたり 200万円を上限
【補助金交付の対象者】次の全てを満たす方
・４年生以上の大学に進学し卒業した方
・平成 27年度以降に奨学金の返還を開始した方
・真岡市の事業所に勤務する方
・真岡市の居住実態がある方　など・真岡市の居住実態がある方　など

【問い合わせ】学校教育課総務係
　☎ 83-8180　FAX83-8080

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【1月】ガイドツアー【1月】

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、市内の観光スポットのガイドツアーを実施します。

　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

日　時 集合場所・ガイド内容

12日（金）
10:00～11:30 大前神社

27日（土）
10:00～11:30 高田山専修寺

真岡市交通安全市民大会真岡市交通安全市民大会
　市民の交通安全に対する意識高揚と、交通事故防
止の推進を図るために市民大会を開催します。ぜひ
ご参加ください。
【とき】1月 25日（木）午後 2時～ 3時 30分午後 2時～ 3時 30分
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　大ホール　　大ホール　※入場無料
【内容】児童による交通安全作文朗読や、栃木県警察【内容】児童による交通安全作文朗読や、栃木県警察
　音楽隊、カラーガード隊　音楽隊、カラーガード隊によるパフォーマンスなどによるパフォーマンスなど  
【問い合わせ】安全安心課交通安全係 
　☎ 83-8110  FAX83-8392

「まちなか保健室」駅前館で「まちなか保健室」駅前館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】1月 14日（日）午前 10時～正午
【内容】受験に向けてのバランス食　【講師】栄養士
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 15人　
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619


