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市民市民
講座講座

初心者のための
ウ ク レ レ 講 座ウ ク レ レ 講 座

　初心者を対象としたウクレレの演奏を学びます。
【 と き 】8/22、8/29、9/5、9/12、9/19、9/26、
10/3、10/17、10/24、10/31、11/7、11/14、
11/28、12/5、12/12

　（各水曜日、全15回）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】青年女性会館
【対象】市内在住または在勤の成人の方  20人程度
【持ち物】ある方はウクレレ（ない方はご相談ください）
【受講料】無料
【申し込み】8月2日（木）までに、下記窓口または電話
で本人のみ受付（午前8時30分～午後5時15分）

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

知事と語ろう！知事と語ろう！
とちぎ元気フォーラムとちぎ元気フォーラムinin 真岡真岡
　県政の課題などについて、県民の皆さんと知事が
直接話し合うフォーラムを開催します。
【とき】9月 1日（土）午後 1時 30分から　
【ところ】青年女性会館 ホール 1・2
【対象】県内在住または通勤・通学している方　約100人
【申し込み】住所、氏名（ふりがな）、 年齢、電話番号、
性別、職業（学校名）を明記の上、下記へはがき、
FAX、Eメールで申し込み。（応募多数の場合は抽選）
※託児、手話通訳・要約筆記希望の方はその旨を記載
8 月 17 日 ( 金 ) 当日消印有効

【申し込み・問い合わせ】〒320-8501（住所記入不要）
　栃木県広報課 ☎028-623-2158 FAX028-623-2160
　Eメール kocho@pref.tochigi.lg.jp

8 月のイベント8 月のイベント
夏休み かんきょう体験ウィーク夏休み かんきょう体験ウィーク

日時 体験教室 定員 参加費

23日（木）10:00 クラフトバンドで
ペットボトルホルダー作り 30人 500 円

23日（木）13:30  サンドブラストマグカップ① 20人 300 円
24日（金）10:00 かんきょうおもしろ実験 30人 200 円
27日（月）13:30 布ぞうり作り 20人 350 円
28日（火）10:00 花のガラス小鉢 20人 300 円
28日（火）13:30 サンドブラストマグカップ② 20人 300 円
29日（水）10:00 押し花絵はがき作り 25人 300 円
【ところ】芳賀地区エコステーション
【対象】どなたでも（小学 3年生以下は保護者同伴）
※「布ぞうり作り」は、小学 4年生以下は保護者同伴、
　古バスタオル1枚持参、　
【申し込み】下記窓口または電話にて受付中
　（午前8時30分～、土曜・日曜・祝日は午前9時～）
【申し込み・問い合わせ】芳賀地区エコステーション
　（真岡市堀内 1839）☎ 81-1244 FAX81-1266

8 月8月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 2日（木） H30年 2月 26日　　～ 3月 26日生

9カ月児健診 10日（金） H29年 10月 29日～ 11月 22日生

1歳 6カ月児健診 24日（金） H28年 12月 24日～Ｈ29年1月23日生

3歳児健診
7日（火） H27年 7月 9日～ 7月 27日生

21日（火） H27年 7月 28日～ 8月 22日生
2歳児歯科検診 27日（月） H28年 8月生

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】予診票、母子健康手帳、健やか親子 21　
　設問票（4カ月・１歳6カ月・3歳健診対象者のみ）、
　歯ブラシ・タオル（歯科検診のみ）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。
8 月の「マタニティ・子育て相談会」8 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】8日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター

育児相談 母乳・ミルク相談 要予約子どもの栄養相談 妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳　
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX 82-2340

8 月8 月のの情報センター講座情報センター講座
①初めてのパソコン講座　【定員】先着 10人 
【とき】9日（木）午後 2時～ 5時
【対象】パソコンを使用したことがない方
【内容】パソコンの起動、終了方法、
　初歩的なマウスの操作、キーボード操作など
　※Windows8 使用予定
②初めてのホームページ作成講座【定員】先着5人 
【とき】10日（金）　午後 1時 30分～ 5時 30分
【対象】ローマ字入力、Windows の基本操作ができ、
　自宅でインターネットが使える方
【内容】ホームページを作るための基礎知識を学びます
＜①、②共通事項＞
【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【受講料】無料
【申し込み】7/27（金）10:00 から電話受付
【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎ 83-8881 FAX83-8882（火曜日休）

付

　この時期、犬が雷や打ち上げ花火などの大きな音
にびっくりして逃げてしまった、との相談が多く寄
せられます。犬が迷子にならないように、以下のこ
とに十分気を付けましょう。
①雷が鳴り出したときは、犬などの動物は家の中に
いれるなど、逸走しないよう管理しましょう。

②犬の身元証明である鑑札および注射済票は必ず装
着しましょう。連絡先を書いた名札・マイクロチッ
プも飼い主を探す手がかりになります。

③もしも逃げてしまった場合は、環境課または栃木
県動物愛護指導センター、真岡警察署へすぐ連絡
をしてください。　　　

【問い合わせ】環境課環境保全係 ☎83-8125  FAX83-5896
　栃木県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458
　真岡警察署 ☎ 84-0110

雷や打ち上げ花火で　　
犬が逸走しないために　　

　
　　

とちぎ子どもの未来創造大学 出前講座 in真岡とちぎ子どもの未来創造大学 出前講座 in真岡

飛行機はなぜ飛ぶの飛行機はなぜ飛ぶの（ステップ）（ステップ）
　飛行機が飛ぶ仕組みを学びます。最後に紙飛行機
作りや材料体験もあります。
【とき】8月 2日（木）午後1時 30分～ 3時 30分
　（午後 1時から受付）
【ところ】市公民館　第 3・4会議室
【対象】小学 4年生～ 6年生　先着 50人
【申し込み】7月 23日（月）までに「とちぎ子ど
もの未来創造大学」ホームページ（http://www.
tochigi-edu.ed.jp/rainbow-net/kodomo-
daigaku/）から申し込み。

【問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

シニアのためのシニアのための
ヘルシー料理教室ヘルシー料理教室

～夏野菜で食欲アップ！夏バテ解消～～夏野菜で食欲アップ！夏バテ解消～
　豚肉ロールのカレークリーム、なすとピーマンの
鍋しぎ、丸ごとトマトのコンソメスープを作ります。
【とき】8月27日（月）　午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館　調理室
【対象】市内在住の 50歳以上の方　先着 24人　
【参加料】600円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】現在受付中（午前8時30分～）
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
   高田まちガイドツアー   高田まちガイドツアー

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、8月 1日（水）の高田まち開催に合わせてガイ
ドを実施します。
【とき】8月1日（水）午前10時から（随時受付）
【受付場所】高田山専修寺駐車場（テントにて受付）
【参加料】無料　※ただし別途保険料100円
【参加方法】事前予約または当日申し込み

高田まち開催高田まち開催
【とき】8月 1日（水）午前 9時～午後 9時
          8 月 2日（木）午前 9時～正午
【ところ】高田山専修寺（真岡市高田 1482）
【内容】初盆供養、追悼法要、夜店、物部中による
　尊徳太鼓演奏 など
【問い合わせ】
　高田山専修寺 ☎ 75-0103 FAX75-0163　
　商工観光課観光係 ☎ 83-8135 FAX83-0199

市立図書館へ寄贈のお願い市立図書館へ寄贈のお願い
　真岡市立図書館では、真岡市やその周辺に関する
郷土資料や外国語絵本の収集に努めています。ご家
庭に眠っている資料や絵本をお持ちの方は図書館に
ご寄贈ください。
　◆昭和以前に発行された真岡市および芳賀地域の地図
　◆子ども向け外国語の本（特に幼児向け英語絵本）
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】8月9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5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】7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

図書館だより　
真岡市立図書館　　真岡市立図書館　　

◆もおか市図書館プロジェクト◆
障がいって何だろう？～みて・きいて・楽しめる夏休み～
【とき】7月25日（水）、26日（木）午前10時～午後4時
【ところ】真岡市立図書館　2階会議室
【内容】ネアリカ・ハンドスピナー・ペーパーバッグ・バス
ソルト作り、ワークショップのスタンプラリー（スタン
プを貯めると、ガチャガチャが回せます）、字幕付き映写会、
高校生によるブックトークやプラバン作り

※日付、時間によっては開催していないイベントがあり
ます。日程の詳細については、館内掲示または配布
物で確認するか、図書館までお問い合わせください。

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

真岡市立図書館 二宮図書館 西分館図書室真岡市立図書館 二宮図書館 西分館図書室
　図書館オリジナルの読書通帳の配布を開始しま
す。読んだ本の記録をつけて、自分だけの特別な 1
冊を作りましょう。
【とき】7月 21日（土）から
【配布場所】真岡市立図書館、二宮図書館、西分館
　図書室カウンター
【配布対象】中学生以下
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
　二宮図書館 ☎ 74-0286　
　市公民館真岡西分館 ☎ 84-6781 FAX84-6936

地域での家庭教育支援者をめざす地域での家庭教育支援者をめざす
家庭教育オピニオンリーダー研修家庭教育オピニオンリーダー研修

受講者募集受講者募集
【とき】9/12（水）、9/27（木）、10/17（水）、10/31（水）、
　11/19（月）、2/19（火）※最終日は希望研修
　他２回（9/28（金） ～ 11/18（日） の間で、日
　程は各地区により異なる）
　研修時間：午前 10 時～午後 2時 30分
【ところ】栃木県総合教育センター 他
【対象】家庭教育支援に関する活動に意欲のある方
【応募方法】8月16日（木）までに下記へ電話で申し
　込み（午前8 時 30分～午後5 時 15 分）
【その他】研修修了者には交通費の一部補助あり。
　研修修了後は家庭教育オピニオンリーダーとし
　て活躍できます。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

差押動産差押動産のの公売公売をを行行いますいます
　市では、滞納市税等の徴収確保を目的として差し
押さえた財産（動産）をインターネット公売します。

公売実施概要公売実施概要
【公売参加申込期間】7月23日（月）午後11時まで
【入札期間】7月30日（月）午後1時から8月1日（水）
午後 11時まで

【公売場所】ヤフー㈱が提供する官公庁オークショ
ンサイト　【入札方法】せり売り

【落札者の決定】8月 2日（木）午前 10時
【公売財産の種類】美術品（版画・陶器）
◆公売財産の内覧会◆
【とき】7月 21日（土）午前 10時～午後 2時
【ところ】二宮コミュニティセンター 201 会議室
※公売は予告なく中止になることがあります。詳細
　については、ヤフー官公庁オークションサイトで
　確認してください。
【問い合わせ】納税課納税推進係 ☎83-8489 FAX83-6205

　

クト◆


