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みんなのひろば

栃木SC「真岡市民デー」栃木SC「真岡市民デー」
特別割引チケット販売！特別割引チケット販売！

【とき】8月 4日（土）午後 7時キックオフ
　（対FC岐阜） ※予定が変更になる場合があります。
【ところ】栃木県グリーンスタジアム
【対象】真岡市民の方 ※市内小中学生無料（先着500人）
【申込受付期間】８月 3日（金）まで
【申込方法】次の①②の事項をそろえて、市総合体
育館窓口へ（平日午前 8時 30 分～午後 5時 15
分）、直接申し込みください。（チケットと交換に
なります）※無料招待者も申し込みが必要です。

　①観戦希望者の氏名・郵便番号・住所・年齢（小・　
中学生は学校名と学年）②必ず連絡の取れる電話番号 

【その他】バスツアー有り（市内小・中学生 先着100人無料）
※バスツアー申し込みは、7月 20日（金）まで
※小・中学生は保護者同伴（保護者の方はチケッ
　トをご購入ください）

チケット
価格

座　席 対　象 当日価格 特別価格

Ｂ自由席 一般 ￥2,500 ￥1,000
小中高 ￥1,000 ￥100

【申し込み・問い合わせ】
　栃木SC支援真岡市実行委員会（真岡市総合体育館内）
　☎ 84-2811 FAX84-6258
　Ｅメール sports@city.moka.lg.jp

栃木SC栃木 SC
親子サッカー教室・交流会親子サッカー教室・交流会
【とき】8月 1日（水） 午後 3時～ 5時
【ところ】鬼怒自然公園芝サッカー場
　※雨天時：スポーツ交流館
【対象】市内小学生とその保護者 先着 40組 80 人　
　※保護者の方は引率していただき見学のみでも可
【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、運動靴、タオル、帽子、
　飲み物、サッカーボール（ある方）
　※熱中症対策を忘れずに参加してください。
【申し込み】現在受付中。参加者の氏名、住所、学年（年
齢）、電話番号を添えて下記へ電話（平日のみ）、
FAXまたは Eメールで申し込み。
選手は、練習により後から合流することもあります。

一般介護予防事業 参加者募集一般介護予防事業 参加者募集
いきいき水中運動教室いきいき水中運動教室

　水の浮力を利用し、肩・腰の痛みを改善しませんか。
参加者の9割が水中運動の効果を実感しています。
【とき】 7 月 25日（水）開始
　（毎週水曜日、全 8回）午前 9時～ 10時　
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）バーデプール
　送迎はありません。各自お越しください。
【対象】65歳以上で、肩や腰に痛みがある方　先着20人
 　（お一人様、年1回 1コースの参加）
　※事前申し込みが必要です。※事前申し込みが必要です。
【申し込み・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 FAX83-6335

●浅草サンバカーニバルのメンバー募集
　みんなが主役だから楽しい！浅草でサンバを
踊って一緒に夏の思い出を作りましょう。
【とき】8/25（土）【募集メンバー】①栃木県の名
産の仮装パレード②小学生（かわいい衣装でパレー
ドします）③中高生ダンサー④サポートスタッフ
詳しくは、ホームページ（https://kizuna-moka.
jimdo.com/）をご覧ください。【問い合わせ】ブロ
コ絆 ryoutaro77@gmail.com（入江）

Happy berry projectHappy berry project
真岡×南相馬 参加者募集真岡×南相馬 参加者募集
　被災地である福島県南相馬市を訪問し、地元の住民
と交流して、防災意識から地域福祉への関心を高めます。
【とき】8月 10 日（金）午前 6時出発
【集合場所】総合福祉保健センター
【対象】市内在住・通学している高校生 先着 15 人
　（保護者の同意が必要）　【参加料】無料
【内容】①ほっき飯作り②水鉄砲作り（どちらか選択）
　午後はフィールドワークとして南相馬市内を視察します。
【申し込み】7月 27 日（金）までに下記へ電話予
　約をしてから、窓口にて手続きをしてください。
　（午前8時30分～午後5時15分）

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

●平成 30年度下水道排水設備工事責任技術者
　試験講習会、模擬試験および試験のお知らせ
【とき】試験講習会・模擬試験：9/27（木）10:00 ～
17:00、試験：10/30（火）14:00 ～ 16:00【ところ】
コンセーレ（宇都宮市駒生 1-1-6）【申込書】公益財団
法人とちぎ建設技術センター、市下水道課維持係で配
布【申込期間】7/2（月）～ 8/31（金）※当日消印有
効【申し込み・問い合わせ】（公財）とちぎ建設技術セ
ンター☎ 028-626-3187

●下水道排水設備工事責任技術者更新講習会
【とき・ところ】10/2（火）：宇都宮市立南図書館、
10/10（水）：佐野市文化会館、10/23（火）：矢板市文
化会館、10/28（日）コンセーレ（宇都宮市）　、11/8
（木）佐野市文化会館、11/29（木）宇都宮市文化会館
【講習時間】各日14:00 ～ 16:00【申込期間】7/2（月）
～ 7/31（火）※当日消印有効　申込用紙は、公益財団
法人とちぎ建設技術センターから本人宛に発送済【対象】
現在有資格者で、平成 31年 3/31 が期限の方または平
成30年 3/31で失効した方【申し込み・問い合わせ】（公
財）とちぎ建設技術センター☎028-626-3187

●平成 29 年度中に家屋を新築等された方へ
　平成29年度中に新築、増築および改築により家屋
を取得された方には、7月に不動産取得税が課税され
ます。納税通知書が届いた方は、7/31（火）までに
県税事務所の窓口や最寄の金融機関、郵便局、または
指定されたコンビニエンスストア等で納付してくださ
い。なお、公共事業のために収用を受けた家屋または
被災した家屋の所有者等が代替家屋を取得した場合
は、軽減措置を受けられる場合があるので、お問い合
わせください。【問い合わせ】真岡県税事務所☎ 82-
2136

●放送大学 10期生募集のお知らせ
　放送大学では、平成 30 年度第 2学期の学生を募
集しています。10代から 90代の幅広い世代の約 9
万人の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみた
い、など様々な目的で学んでいます。心理学・福祉・
経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約 300 科
目の幅広い授業があり、1科目から学ぶことができ
ます。資料を無料で配布していますので、お気軽に
お問い合わせください。【出願期間】（第 1回）8/31
（金）まで、（第 2回）9/20（木）まで。【問い合わせ】
放送大学栃木学習センター☎ 028-632-0572

夏休み環境学習会 参加者募集夏休み環境学習会 参加者募集
　　ペットボトルエコライト作りでCOOL CHOICE！ペットボトルエコライト作りでCOOL CHOICE！
　身近な環境を守る大切さを学べます。夏休みの勉　身近な環境を守る大切さを学べます。夏休みの勉
強にもなりますので、ぜひご参加ください。強にもなりますので、ぜひご参加ください。
【とき】8月 18日（土）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 2会議室
【参加料】無料
【対象】市内在住の小学生と保護者　先着 15組
【申し込み】現在受付中。下記窓口または電話受付
【主催】もおか環境パートナーシップ会議
【申し込み・問い合わせ】
　環境課環境計画係 ☎ 83-8241 FAX83-5896

【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943 FAX83-8554
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844 FAX82-5516

大 阪府北部地震　大 阪府北部地震　
災害義援金の受付　
　6月 18 日に発生した大阪府北部を震源とする最
大震度 6弱の地震により、大阪府を中心に大きな
被害がでました。市では被災された方を支援するた
め、下記の場所にて義援金の受け付けをしています。
皆さまの温かいご支援をお願いします。

日本赤十字社日本赤十字社
【募金箱設置場所】市民課、社会福祉課、二宮支所、市公民館
【受付期間】9月 21日（金）まで
◆税控除を受けられる方◆
　本義援金を拠出された方については、法律により
一部免除を受けられる場合があります。免除を希望
の方は、足利銀行・栃木銀行にある振込依頼書をご
利用ください。
　詳しくは、社会福祉課社会福祉係までご連絡ください。

共同募金会共同募金会
【受付窓口】栃木県共同募金会真岡市支会
　（事務局）社会福祉協議会
【受付期間】9月 21日（金）まで
　詳しくは、社会福祉協議会までご連絡ください。

科学教育センター科学教育センター
夏休み夏休みのごのご案内案内

　※事前に電話での申し込みが必要です。
★ 科学の広場 ★ 親子実験 ケミカルスノードーム ★ 科学の広場 ★ 親子実験 ケミカルスノードーム 

【とき】8月4日（土）　①午前9時30分～　
　②午後1時30分～（各2時間）
【対象】小中学生の親子　先着 24組程度
【参加料】100円（子ども 1人につき）
【申し込み】7月 23日（月）、24日（火）下記にて
　電話受付（午前8時 30分～午後5時 15分）
★ Let's サイエンスショー ★ シャボン玉の魔法★ Let's サイエンスショー ★ シャボン玉の魔法

【とき】8月5日（日）　①午前9時30分～
　②午後1時30分～（各1時間）
【対象】先着40人程度（小学3年生以下は保護者同伴）
【参加料】100円（参加者 1人につき）
【申し込み】7月 25日（水）～27日（金）までに
　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

マイバッグデザイン 　
コンクール作品募集 　
　マイバッグの利用促進を図る活動の一環として、マ
イバッグのデザイン画を募集します。イバッグのデザイン画を募集します。最優秀賞作品
は、真岡市マイバッグデザインに採用します。
【募集作品】自分で持って買い物をしてみたい、と
思う素敵なマイバッグのデザイン画をお待ちして
います。20cm× 20cmの範囲におさまるように、
画用紙に描いて応募してください。

【応募資格】市内在住または通勤・通学している方
【募集期限】9月 10日（月）必着
　詳しい応募方法は市ホームページをご覧ください。
【応募先・問い合わせ】
　環境課ごみ減量係 ☎ 83-8692 FAX83-5896

「まちなか保健室」「まちなか保健室」
健康講座・健康栄養講座健康講座・健康栄養講座

駅前館駅前館
健康講座「認知症予防」

【とき】18日（水）午後 1時 30分～ 2時 30分
【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 10人
【講師】地域包括支援センター職員
【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）

田町館田町館
健康栄養講座「高血糖の食事」

【とき】22日（日）午前 10時～正午　
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【対象】市内在住の方 先着 15人
【講師】栄養士

健康講座「認知症予防」
【とき】27日（金）午後 1時 30分～ 2時 30分
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【対象】市内在住の方 先着 10人
【講師】地域包括支援センター職員
【申し込み】ほっとステーション田町館
　☎ 080-8096-9918（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

第 1 回 歴史教室の開催第 1 回 歴史教室の開催
　　今年のテーマは「真岡の魅力再発見　本当はスゴ
い！真岡の歴史と文化財」です。（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】「桜町陣屋を次世代に手渡す－歴史を生かし
　た町おこし－」

第 2 回歴史教室第 2 回歴史教室
【とき】8月11日（土）※時間、会場は上記と同様
【講師】大嶽 浩良 氏
【演題】明治維新150年スペシャル「下野と明治維新と真岡」
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

『上級救命講習』『上級救命講習』受講者募集受講者募集
　上級救命講習では、普通救命講習の「心肺蘇生法」
「AEDの使用方法」のほか、「傷病者管理」「異物除
去要領」など応急手当の全範囲を習得できます。
【とき】8月 19日（日）午前 9時～午後 6時
【ところ】総合福祉保健センター　
【対象】芳賀郡市内在住または通勤・通学している方
　（高校生以上）先着 20人　【参加料】2,160円（テキスト代）
【申し込み】現在受付中（定員になり次第、もしくは
　7月20日（金）受付終了）
【申し込み・問い合わせ】真岡消防署 救急係 ☎82-1029

●真岡市夏祭り大花火大会のボランティア募集
　7/28（土）に開催される、真岡市夏祭り第49回大
花火大会に警備等のボランティアスタッフとして参加
してみませんか。【とき】7/28（土）17:30 ～ 21:00
【問い合わせ】花火大会実行委員会事務局☎ 090-
6159-8431（田口）

　
　


