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みんなのひろば
●県税の納付についてのお知らせ
　平成30年 4月から、不動産取得税、個人事業税のク
レジットカード納付（Yahoo! 公金支払い）が始まりま
す。今まで自動車税のみ対象だったクレジットカード納
付（Yahoo! 公金支払い）が、平成 30年 4月から不動
産取得税と個人事業税の納付でもご利用いただけます。
クレジットカード納付の手続きは、インターネットサイ
ト「Yahoo! 公金支払い」から行えます。※１回の納付
につき、納付金額の他に決裁手数料がかかります。1円
～ 10,000円：78円（税込）、10,001円～ 20,000円：
157円（税込）、20,001円～ 30,000円：236円（税込）
以降、納付金額が 10,000 円増えるごとに（73円 +消
費税）が加算されます。※領収証書は発行されません。
必要に応じて、カード会社が発行する利用明細書や納付
画面を印刷したものを保管ください。詳しくは、県公式
ホームページ（税務課のページ）をご覧ください。
【問い合わせ】県税務課☎028-623-2108

科学教育センターの科学教育センターの案内案内
プラネタリウム春の夜間特別公開プラネタリウム春の夜間特別公開

★春のほしぞら散歩★★春のほしぞら散歩★
【とき】4月 27日（金）午後 7時
　※途中入場不可（投影時間約 50分）
【観覧料】高校生以上 200円、4歳～中学生 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
　※定員になり次第、観覧券の販売終了
【申し込み・問い合わせ】科学教育センター
　 ☎ 83-6611 FAX 83-6211

根本山しぜん体験教室 根本山しぜん体験教室 
丸太切り体験丸太切り体験

　根本山で間伐したコナラやクヌギの丸太を、ノコ
ギリで切ってみよう。自分で切った輪切りの板は、
おみやげにどうぞ。
【とき】5月 3日（木・祝）、4日（金・祝）、5日 （土・祝）
　午前 9時～午後 4時　 ※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加可能 （小学 4年生以下は保護者同伴）
【参加料】無料
【申し込み】事前申し込みなし。当日随時受け付け
　※ノコギリはセンターで用意します。
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター
　☎83-6280　FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
第 37 回町おこし民話語り第 37 回町おこし民話語り

　民話美寿々会「もおか」支部の皆さんによる季節
の語り「冬から春へ」
【とき】4月 21日（土）午前 10時から
【ところ】市立図書館　2階会議室

こども読書週間 読書ゆうびんこども読書週間 読書ゆうびん
お気に入りの登場人物に手紙を書こう！お気に入りの登場人物に手紙を書こう！
　好きな本を読んで、その登場人物に聞いてみたい
ことや伝えたいこと、似顔絵などなんでも手紙にか
いてみよう！
【とき】4月 21日（土）～ 5月 13日（日）
【対象】小学生以下　定員になり次第終了
【参加方法】市立図書館・二宮図書館・西分館図書
　室のカウンターで専用ハガキを受け取りください。
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

  5月の5月の　　
子育て支援センター＆サロン
子育て支援センター・地域サロン開設日
と　こ　ろ 開設日・時間

第一子育て支援センター 月～日（祝日は除く）午前 9時～午後 5時

第二子育て支援センター 月～金（土・日・祝日は除く）午前 9時～午後 5時
二宮地域サロン
（二宮コミュニティセンター）

2日、9日、16日、23日、
30日（水）午前 9時～正午

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（10日（木）、16日（水）、
23日（水）、土、日、祝日は除く）
午前9時～正午、午後1時～3時

第一子育て支援センターの行事予定
8 日（火）午前10時45分～ リズムで遊ぼう
15日（火）午前11時15分～ こっこ　身体計測
17日（木）午前10時45分～ 親子で楽しくふれあい遊び
26日（土）午前10時30分～ 子どもフェスティバル
30日（水）午前10時45分～ こっこ　お誕生会

【問い合わせ】第一子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）

第二子育て支援センターの行事予定
1 日（火）午前10時45分～ 子育て健康相談
2日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会

【問い合わせ】第二子育て支援センター☎84-4100（FAX兼）

にのみや保育園子育て支援センターの行事予定
11 日（金）
18日（金）
25日（金）

午前 11時～ 体育遊び

17日（木）午前 11時～ リズム遊び

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200

＆サロン＆サロン

 すこやか赤ちゃん教室 すこやか赤ちゃん教室
【とき】5月10日（木）午前9時50分～11時15分
　（受付：午前 9時 45分まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成30年2月生まれの乳児と保護者 先着17組
【内容】ベビーマッサージ、講話「赤ちゃんとの　
　日常生活・産後ママの体のケア」他
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル 1枚
【申し込み】4月 27日（金）午前 9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

分

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～
 両親学級 両親学級ののご案内　

　赤ちゃん人形を使った沐浴体験、妊婦
疑似体験などを行います。
【とき】5月 19日（土）
　午前9時30分～11時30分（開始5分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦（おおむね妊娠24週以降 ）
　先着15組　【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】4月27日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121  FAX82-2340

市民市民
講座講座 刻 字 講 座刻 字 講 座
　板に文字を浮き立たせるように彫り、金箔などで　板に文字を浮き立たせるように彫り、金箔などで
仕上げる技法で、思い思いの文字を製作します。仕上げる技法で、思い思いの文字を製作します。
【とき】5月 30日、6月 6日、20日、7月 4日、25日、【とき】5月 30日、6月 6日、20日、7月 4日、25日、
8月 8日、22日、9月 5日（各水曜日、全 8回）8月 8日、22日、9月 5日（各水曜日、全 8回）
　午後 7時～ 9時　午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【受講料】3,500 円【受講料】3,500 円
【対象】市内在住または在勤の方　【対象】市内在住または在勤の方　
　先着15人　【持ち物】筆記用具など　先着15人　【持ち物】筆記用具など
　※彫刻に必要な道具は講師が用意します。　※彫刻に必要な道具は講師が用意します。
【申し込み】4月 20日（金）から下記窓口、電話、【申し込み】4月 20日（金）から下記窓口、電話、
FAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）FAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日曜、月曜・祝日休）

第60 回第60 回市場開放デー開催市場開放デー開催
【とき】4月 22日（日）　※雨天決行
　午前 8時～ 商品が無くなり次第終了 
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475番地）
【内容】カツオ、人気の鮭、小玉スイカ、メロン、柑
橘類の販売。特製イカ入り焼きそば、特大じゃが
バター、手作り豆腐・がんも等の販売。しじみ汁
の無料配布。1,000 円以上購入で粗品プレゼント
（数量限定）

【その他】開放デーで一緒にお菓子や雑貨などを販
　売する出店者を募集しています。
【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX84-0225

第 54回こらぼ茶話第 54回こらぼ茶話
  健康吹き矢でエクササイズ健康吹き矢でエクササイズ
　吹き矢を楽しみながら健康法を学びます。
【とき】5月 15日（火）午前 10時～正午
【ところ】二宮コミュニティセンター 研修室
【対象】市内在住、通勤・通学されている方　先着20人
【参加料】100円
【講師】村上 八郎 氏（栃木県車いすの会）
【申し込み】下記の窓口、電話、FAXにて申し込み
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか（月曜・祝日休）
　☎ 81-5522 FAX81-5558

真岡の自然を守る会真岡の自然を守る会
根古屋森林公園自然観察根古屋森林公園自然観察
～自然観察会にお出掛けしませんか～～自然観察会にお出掛けしませんか～

【とき】5月 15日（火）
【集合場所】青年女性会館東側砂利駐車場
　午前 8時 30分出発（午後 5時頃帰着予定）
【ところ】佐野市根古屋森林公園他
【対象】市内在住または勤務する成人の方　先着30人
【参加料】1,500 円（保険料・和紙すき体験など）
【持ち物等】昼食、飲み物、帽子、雨具、山道に適
　した服装、歩きやすい靴　
【申し込み】4月 24日（火）から下記にて電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　
【申し込み・問い合わせ】
　真岡の自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日曜・月曜・祝日休）

にのみや野外活動センターにのみや野外活動センターからのからの
お知らせお知らせ

　「尊徳夏まつり」が行われる8月 25日（土）の予
約受付は、休館日と祝日が続くため 5月 8日（火）
からとなります。
【申し込み】5月8日（火）から、下記にて電話受付
　（午前8時30分～午後5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】　市公民館二宮分館
 ☎ 74-0107 FAX74-0187（日曜・月曜・祝日休）

綿づくり体験参加者募集綿づくり体験参加者募集
　5月は、綿の種まき時期にあたります。本格的な
シーズンを目の前に控え、綿づくり体験者を募集し
ます。市の花である「綿」を育ててみませんか。
※綿づくり体験は、全 3回にわたって行われます。
【とき】第 1回：5月 13日 ( 日 ) 午前 9時～正午、 
　第 2回：8月予定、第 3回：10月予定
【ところ】真岡りす村ふれあいの里わた畑・真岡木綿会館
【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴）先着 30人
【内容】第 1回：種まきと機織り体験、第 2回：芯
摘みと藍染体験、第3回：綿摘みと花束作り体験

【参加料】1,000 円（3回分の体験料含む）
【申し込み】電話にて受付（午前 10時～午後 4時）
【申し込み・問い合わせ】真岡木綿会館
　☎ 83-2560 FAX85-8159　火曜日休館

  親子で卓球教室  親子で卓球教室
【とき】5月19日、26日、6月 2日、9日、
　16日（毎週土曜日、全 5回）　午前 10時～正午
【ところ】二宮体育館
【対象】市内小学生とその保護者　先着15組（30人）
【持ち物等】ラケット、運動できる服装、タオル、飲
み物、体育館シューズ

第１回第１回
ノルディックウォーキング教室ノルディックウォーキング教室
　２本のポール（ストック）を使って歩行運動を補
助し、エクササイズ効果をアップします。
【とき】5月 19日、6月 2日、16日
　（各土曜日、全 3回）　午前 9時～ 11時
【ところ】井頭公園　※雨天時はスポーツ交流館
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着20 人
【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物
　※ポール（ストック）は、事務局で用意します。

共通事項共通事項
【参加料】無料
【申し込み】4月 25日（水）受付開始
　電話（平日午前 9時 ～午後 5 時 15 分）・FAX・
E メールで申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811
　FAX84-6258 Eﾒｰﾙ :sports@city.moka.lg.jp
※FAX・E ﾒｰﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記

筋力トレーニング教室【男性】筋力トレーニング教室【男性】
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。初級・中級を選び申し込
みください。
【とき】初級：5月 21日（月）、中級：6月 25日（月）
（全 2回） 午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館　トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般男性　先着10人
【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物、体育
　館シューズ

保育士保育士をを目指す人目指す人をを募集募集
（保育士等就職支援金交付事業）（保育士等就職支援金交付事業）
　保育士等の養成施設の在学者で、卒業後に真岡　保育士等の養成施設の在学者で、卒業後に真岡
市内の保育施設等に就業する方へ、最大で 2年間、市内の保育施設等に就業する方へ、最大で 2年間、
月 3万円を交付します。月 3万円を交付します。
【募集期間】4月 9日（月）～ 5月 15日（火）
【募集人数】10人程度
※申請方法等は市ホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】保育課保育係　
　☎ 83-8035 FAX82-2340




