
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。https://www.city.moka.lg.jp/

芳賀郡市医師会市民公開講座 芳賀郡市医師会市民公開講座 講演会講演会
「本当に怖い肥満、メタボ、糖尿病！」「本当に怖い肥満、メタボ、糖尿病！」
【とき】7月 8日（日）午後 1時～ 3時【とき】7月 8日（日）午後 1時～ 3時
【ところ】青年女性会館　【参加料】無料【ところ】青年女性会館　【参加料】無料
【講師】【講師】獨協医科大学 内分泌代謝内科 教授 麻生 好正 氏獨協医科大学 内分泌代謝内科 教授 麻生 好正 氏
【申し込み・問い合わせ】芳賀郡市医師会 ☎82-3185
　健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946 FAX83-8619

科学教育センター科学教育センターのごのご案内案内
★　天　体　観　望　会　★

　天体望遠鏡を使って土星や木星を観察します。
【とき】7月20日（金）午後7時30分～8時30分
【対象】先着 30人程度（小学生以下は保護者同伴）
【参加料】無料　※電話での申し込みが必要です。
【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】7月 17日（火）、18日（水）下記にて
　電話受付（午前8時 30分～午後5時 15分）
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

認知症カフェ認知症カフェ
こもれびカフェ ～ こもれびカフェ ～ 笑笑

ニコニコニコニコ

 ～ ～
【とき】7月 24日（火）　午後 2時～ 3時
【ところ】ふれんど真岡デイサービスセンター（八木岡377-6）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】熱中症予防講話、認知症予防ゲーム
【参加料】無料
【申し込み】ふれんど真岡デイサービスセンター（☎
　81-1120）へ、電話で申し込みください。
【問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX 83-6335

真岡の自然を守る会真岡の自然を守る会
鬼怒川・小貝川クリーン大作戦鬼怒川・小貝川クリーン大作戦

＆自然観察会＆自然観察会
　真岡の自然を守る会では、河川敷の清掃と自然観察会を行
います。清掃にお手伝いいただける方のご協力をお願いします。
【とき】7月14日（土）午前7時～9時 ※雨天中止※雨天中止
【集合場所】自然教育センターキャンプ場入口
【持ち物等】  河原のごみ拾いがしやすい服装、帽子、
　雨具、タオル等（蜂刺予防のため黒の
　帽子・衣類等は着用しないでください）　
【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）

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会「北の桜守」「北の桜守」
【とき】7月 7日（土）
　①午後 2時から
　②午後 6時 30分から
【ところ】市民“いちご”ホール
　（市民会館） 大ホール
【上映時間】約 2時間 20分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円 ※当日購入可 ※全席自由
　※平成30年度芸術鑑賞会会員 無料
　平成30年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中です。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

第 1 回 歴史教室の開催第 1 回 歴史教室の開催
　　江戸東京博物館の日本橋原寸模型の製作を行ない、江戸東京博物館の日本橋原寸模型の製作を行ない、
長崎出島の和蘭商館や佐賀城本丸御殿、足利学校の長崎出島の和蘭商館や佐賀城本丸御殿、足利学校の
復元に携わった波多野純先生をお迎えし、真岡の町や復元に携わった波多野純先生をお迎えし、真岡の町や
建物の魅力を話してもらいます。（事前申し込み不要）建物の魅力を話してもらいます。（事前申し込み不要）
【とき】7月 14日（土）午前10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）　小ホール
【講師】日本工業大学名誉教授　波多野 純　氏
【演題】「桜町陣屋を次世代へ手渡す－歴史を生かし
　た町おこし－」
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

7 月に 70 歳を迎える方へ7 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

　7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 7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
　　　　 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（4月～翌年 3月）に 1回のみです。
　7月に申請された方への温泉券の交付枚数は、
　9枚（9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

みんなのひろば

●仙波千代子さんの書道作品展示「私の生きがい」
【とき】7/29（日）まで【ところ】二宮コミュニティ
センター2階 市民活動推進センター コラボーレも
おか【問い合わせ】コラボーレもおか☎81-5522 
FAX81-5558

●献血にご協力ください
《7月は「愛の血液助け合い運動」月間です》
　夏季は、毎年血液が不足しがちです。7月の運動
期間中に、成分献血・400ml 献血にご協力ください。
《チャレンジ！成分献血・400ml 献血キャンペーン》
　8/1（水）から 8/31（金）までに、初めて成分
献血・400ml 献血にご協力いただいた方には、オ
リジナルグッズをプレゼント！献血会場など、詳
しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】県薬務課☎ 028-623-3119

「ヤング健診」受診者募集「ヤング健診」受診者募集
【当日の受付時間】午前 8時 30分～ 10時 30分

募集日程 実施会場
7/30（月）、8/5（日） 総合福祉保健センター
【対象】市内在住の方
（昭和 54年 4月 2日～平成元年 4月 1日生）
健診の種類（内容）健診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 費用費用
① 特定健診 30～39歳の男女 80人 無料

② 子宮頸がん検診 30～39歳の女性 50人 400 円
乳がん検診 50人 200 円

③ 骨密度検診 同日に①か②を
受診する女性 50人 100 円

【申込方法】健診日の1週間前までに、下記へ電話・【申込方法】健診日の1週間前までに、下記へ電話・
FAX・EメールにてFAX・Eメールにて申し込みください。
【問い合わせ】Eメール kenkou@city.moka.lg.jp
　健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

市民市民
講座講座 子ども絵画講座　　子ども絵画講座　　

【とき】8月2日、9日、23日　午後1時30分～4時
　（各木曜日、全3回）【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または通学している小学 3 年生～【対象】市内在住または通学している小学 3年生～
　中学生　30人（定員を超えた場合は抽選）　中学生　30人（定員を超えた場合は抽選）
【持ち物】絵の具セット、鉛筆、消しゴム、ぞうきん、【持ち物】絵の具セット、鉛筆、消しゴム、ぞうきん、
　新聞紙、飲み物、手拭き、汗拭き用タオル　新聞紙、飲み物、手拭き、汗拭き用タオル
　※持ち物には必ず名前を記入　【受講料】無料　　※持ち物には必ず名前を記入　【受講料】無料　
【申込期限】7月 14日（土）までに下記窓口、電話、【申込期限】7月 14日（土）までに下記窓口、電話、
　FAX受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　FAX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）

COOL CHOICECOOL CHOICE
とちぎ チャレンジ！2018とちぎ チャレンジ！2018

　県では、省エネ家電買い換えキャンペーン「COOL
CHOICE とちぎ チャレンジ！2018」を実施していま
す。9月30日（日）までに、県内の販売店舗で対象
の省エネ家電製品へ買い換えて、応募いただいた方の
中から、抽選で約100名の方に景品を贈呈いたします。
【詳細】「COOL CHOICEとちぎ」総合サイト
（「http://www.coolchoicetochigi.jp/」または「と
ちぎチャレンジ2018」で検索）をご確認ください。

【問い合わせ】
　環境課環境計画係 ☎ 83-8241 FAX83-5896
　栃木県地球温暖化防止活動推進センター  ☎028-673-9101

久保記念観光文化交流館　夏休みワークショップ久保記念観光文化交流館　夏休みワークショップ
版画でつくる版画でつくる

～涼しげアートな暑中見舞い～～涼しげアートな暑中見舞い～
　「涼しい」をテーマに、海の生物を鮮やかな色彩でアー　「涼しい」をテーマに、海の生物を鮮やかな色彩でアー
トに表現した暑中見舞いハガキを、紙版画で作ります。トに表現した暑中見舞いハガキを、紙版画で作ります。
【とき】8月 5日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】久保記念観光文化交流館　
　観光まちづくりセンター
【対象】小学生と保護者 先着 15人
【参加料】300円
【持ち物等】汚れても良い服装またはエプロン、はさ
　み、海の生き物を描いた下絵（コピー用紙程度の
　厚みの紙に12×8cm以内の大きさで描いてくる）
【申し込み】下記窓口または電話受付
【申し込み・問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　 ☎ 82-2012（FAX兼）（火曜休）

● 7月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です
　栃木県は、子どもを育むための大人の基本理念や行
動方針として、平成22年に「とちぎの子ども育成憲章」
を制定しました。この憲章は、県民が力を合わせて子
どもたちを健全に育てていくために、大人が具体的に
取り組む姿勢を分かりやすく示しています。子どもた
ちが夢や希望を持ち、心豊かでたくましく成長するた
めに、私たち大人が積極的に子どもたちと関わってい
きましょう。

●真岡の夏まつり花火大会クリーンボランティア募集
　花火大会の翌日早朝に会場周辺の清掃活動を行い
ます。一緒にまちをきれいにしましょう。　【とき】
7/29（日）早朝5：30～7：30※荒天時は7/31（火）
へ延期【集合場所】真岡市役所中庭（庁舎南側）※
駐車場は市民会館、体育館をご利用ください。【対象】
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）【持ち物等】
動きやすい服装、帽子、タオル※軍手、ゴミ袋は実
行委員会で用意します。【申し込み】7/22（日）ま
で下記にて電話・FAX受付【問い合わせ】コラボー
レもおか☎81-5522 FAX81-5558（月曜・祝日休館）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
夜の里山探検夜の里山探検

　真っ暗な夜の雑木林や水辺に出かけて、昼間とは
違った生き物の様子を観察します。
【とき】7月 21日（土）　午後 7時 30分～ 9時　
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】長袖、長ズボン、運動靴、懐中電灯
【申し込み】7月 7日（土）から電話受付
　(午前 8時 30分～午後 5時 )
【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）

第 35 回真岡井頭マラソン大会第 35 回真岡井頭マラソン大会
ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集
　10月 7日（日）に開催する「第35回真岡井頭マ
ラソン大会」のボランティアスタッフを募集します。
【対象】高校生以上の方（性別・年齢不問）
【内容】給水の手伝い等
【申し込み】8月10日（金）までに下記へ申し込み
【問い合わせ】スポーツ振興課（総合体育館）
　☎84-2811 FAX84-6258（平日：8:30～ 17:15）

●ミズノ親子スポーツ教室、はらっぱ教室開催
【とき】7/8、15、8/12、19、26、9/16、29（各
日曜日、最終日のみ土曜日）
《親子スポーツ教室》
【時間】10：00 ～ 11：00【対象】未就園児と保護
者 先着 10組【参加料】324円（1組につき）
《はらっぱスポーツ教室》
【時間】11：30 ～ 12：30【対象】3～10歳（幼児・
小学校低学年）先着15人【参加料】540円（1人につき）【申
し込み・問い合わせ】下記にて電話受付（8：30～20：
30）総合運動公園クラブハウス事務所（石田）☎82-7771

図書館を水族館にしよう！図書館を水族館にしよう！
真岡市立図書館・二宮図書館真岡市立図書館・二宮図書館

　子どもたちの自由な発想で、海の生き物を作って
持ってきてください。図書館の壁面に展示します。
【作品受付期間】7月 6日（金）～8月 31日（金）
【作品展示期間】8月 1日（水）～31日（金）
　※作品の返却はありません。
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
 　二宮図書館 ☎ 74-0286

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
伝統ある正統派混声合唱団伝統ある正統派混声合唱団

「東京カンマーコーア」コンサート「東京カンマーコーア」コンサート
【とき】9月 29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】全席自由
　（前売り）
　◆一般2,000円　◆学生（高校生以下）1,000円 
　（当日）前売りで完売しなかったときのみ販売
　◆一般2,200円　◆学生（高校生以下）1,100円
 ※未就学児はご遠慮ください
 ※真岡市芸術鑑賞会会員は、市民会館購入時のみ500円引き
 ※購入されたチケットの払い戻しは不可
【チケット発売日】現在発売中
【プレイガイド】市民“いちご”ホール
　（市民会館） ☎ 83-7731
　（日・祝日を除く8：30～17：15）
　益子町民会館☎72-3101
　㈲暮田商会☎ 82-2611
　㈱シノザキ楽器☎84-4004
　えびはら書店☎74-0075
【問い合わせ】
　クラシックもおか事務局 ☎ 75-1688（担当：柳）


