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みんなのひろば

●働く人のメンタルヘルス相談のお知らせ
　職場におけるストレスやメンタルヘルス不調を抱える
方等に対し、無料でカウンセリングを行います。相談予約
受付は相談希望日の3日前までに、相談を希望する労政事
務所へ予約してください。、（平日8:30～17:15）【ところ・
相談日】■宇都宮労政事務所（宇都宮市竹林町1030-2
県庁河内庁舎5階）9/14、11/9、1/11、3/8（各金曜日）
13:30～ 16:30【予約・問い合わせ】☎ 028-626-3053 
■小山労政事務所（小山市犬塚3-1-1県庁小山庁舎3階）
8/10、10/12、12/14、2/8（各金曜日）13:30～16:30
【予約・問い合わせ】☎0285-22-4032 ■大田原労政事
務所（大田原市中央1-9-9 県庁那須庁舎1階）8/15、
10/17、12/19、2/20（ 各 水 曜 日 ）13:30 ～ 16:30
【予約・問い合わせ】☎0287-22-4158 ■足利労政事
務所（足利市伊勢町 4-19 県庁足利庁舎 2階）9/19、
11/21、1/16、3/20（各水曜日）13:30～16:30【予約・
問い合わせ】☎0284-41-1241

● 8/31 は「個人事業税」の納期限です
　お手元に個人事業税（第一期分）の納税通知書が届
いた方は、8/31（金）までに、最寄りの金融機関や
県税事務所の窓口または指定されたコンビニエンスス
トア等で納付をお願いします。なお、9月中にお申し
込みいただければ、11/30（金）納期限の個人事業
税（第二期分）から口座振替で納税できます。振り替
え希望の金融機関（郵便局以外）または県税事務所
にお申し出ください。【問い合わせ】真岡県税事務所
☎ 82-2136
●あなたがすすめる健康づくり体験談募集中
　【募集テーマ】①運動に関する健康法とその効果②
食事や生活習慣に関する健康法とその効果③生きがい
に関する健康法とその効果【対象】後期高齢者医療制
度に加入している本県の被保険者【応募方法】次の 2
点を郵送または Eメールにて下記へ申し込み①健康
づくり体験談（題名と本文。原稿用紙 2～ 3枚程度）
②必要事項（募集テーマ、郵便番号、住所、氏名、生
年月日、電話番号）を記入した用紙（様式任意）【申
込期限】9/28（金）必着【優秀作品】最優秀作品：1
点（旅行券 3万円分）、優秀作品：3点（商品券 1万
円分）※受賞作品は当団体ホームページで発表【申し
込み・問い合わせ】栃木県後期高齢者医療広域連合
総務課〒 320-0033 宇都宮市本町 3-9 栃木県本町合
同ビル 2階☎ 028-627-6805、E メール：soumu@
kouikirengo-tochigi.jp

「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
9月5日（水） 二宮コミュニティセンター

【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（採血など）30～39歳の男女 50人 無料

② 子宮頸がん検診 30～39歳の女性 40人 400 円
乳がん検診（超音波） 30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

●ピンクリボンセミナー《3Dマンモ体験のチャンス》
『乳がんについてもっと知ってみよう！』
【とき】8/19（日）10：30～（受付10：00～）【ところ】
総合福祉保健センター【定員】先着30人【講師】伊藤 淳（乳
腺専門医）【申し込み】氏名、住所、電話番号、「開催地真岡
市」を記載し、FAX・メール・ホームページ・facebookの
いずれかにて受付【申し込み・問い合わせ】NPO法人ピン
クリボンうつのみや事務局 FAX028-657-0809 メール info@
pinkribbonn-no-wa.jp【お知らせ】11/24(土）に３Dマン
モグラフィの乳がんバス検診を実施。【予約先】事前予約。宇
都宮セントラルクリニック☎028-657-7302(平日13：00
～18：00）◆バス検診チラシを見て、とお伝えください。

●「寺久保切り絵愛好会」切り絵作品展示
　テーマ「季節のお人形」
【とき】8/2（木）～9/1（土）【ところ】二宮コミュニティ
センター2階【問い合わせ】コラボーレもおか☎81-5522

            しあわせ高齢しあわせ高齢
　　　　　　ドライバースクールドライバースクール
　参加・体験・実践型のドライバースクールを通し
て、高齢運転者の交通事故防止と、安全かつ快適な
運転を継続してもらうために、参加者を募集します。
【とき】10月9日（火）午前9時30分～午後3時45分
【ところ】ツインリンクもてぎ 
　アクティブセーフティトレーニングパーク
　※当日は市役所から送迎します。
【対象】市内在住の 65歳以上の方　8人（抽選）
　※普通第１種免許以上の運転免許をお持ちの方で、
　　現在も運転を行っている方に限ります。
【内容】2～3人1組で行う実技走行と学習・講義等
【参加料】1,700 円（昼食代と教材費）
【持ち物等】運転しやすい服装・履物、運転免許証
【申し込み】8月 31日（金）までに電話にて受付
【申し込み・問い合わせ】市民生活課交通安全係
　☎ 83-8110 FAX83-8392

第 37回吟詠剣詩舞発表会第 37回吟詠剣詩舞発表会
【とき】8月18日（土） 午後1時開演（午後0時30分開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【内容】市内の吟詠剣詩舞愛好家が一堂に集い、幽
　玄な吟詠と華麗な剣詩舞を発表します。
【入場料】無料　【主催】真岡市吟詠剣詩舞会
【問い合わせ】文化課文化振興係 
　☎ 83-7731 FAX83-4070 真岡木綿真岡木綿

糸紡ぎ体験教室生徒募集糸紡ぎ体験教室生徒募集
　後継者づくりの一環として基本となる糸を紡い
でみませんか。
【とき】9/12、9/13、10/10、10/24、11/14、11/28、
　12/12、12/19、1/9、1/23
　（各水曜日、9/13のみ木曜日、全10回）午前10時～正午
※説明会：8/24（金）午前 10時～
【ところ】木綿会館　【参加料】無料
【対象】50歳未満の成人で全日程参加できる方
【申し込み】8/20（月）までに下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】木綿会館
　☎ 83-2560 FAX85-8159※火曜日休館

久保記念観光文化交流館　美術品展示館久保記念観光文化交流館　美術品展示館
第17回企画展第17回企画展  久保講堂竣工80周年記念久保講堂竣工80周年記念
創造美育運動と作家たち創造美育運動と作家たち

　　北川民次や瑛九など創造美育運動の一翼を担った作
家たちの作品を展示します。
【とき】8月2日（木）～9月17日（月・祝）
【入場料】無料
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　 ☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

第 2 回 歴史教室開催第 2 回 歴史教室開催
　　江戸から明治へ ！ 明治維新150 年 ！江戸から明治へ ！ 明治維新150 年 ！
【とき】8月 11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
【参加料】無料　【申し込み】事前申し込み不要
【講師】元二宮町史編さん専門委員　大嶽 浩良 氏
【演題】「下野の明治維新と真岡」

第３回歴史教室第３回歴史教室
【とき】9月 8日（土）※時間、会場は上記と同様
【講師】栃木県考古学会顧問　竹澤 謙 氏
【演題】「真岡市考古学研究の祖 佐藤行哉とその師
　丸山瓦全を中心として」
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

ＪＡはが野二宮地区就農相談会同時開催ＪＡはが野二宮地区就農相談会同時開催
「新規就農相談会in真岡2018」「新規就農相談会in真岡2018」
【とき】8月28日（火）午後1時30分～3時 30分
【ところ】ＪＡはが野 二宮地区営農センター 
【内容】新規就農希望者への個別相談、農業次世代
人材投資資金についての相談、農業法人等への就
職相談、農業研修受講相談、真岡市新規就農支援
事業についての相談

　※ＪＡ、県、市による新規就農支援のワンストッ
　プサービスを提供します。

　※参加希望者は事前予約制ですが、当日受付も可。
【参加団体】真岡市、はが野農業協同組合、芳賀農
業振興事務所

【問い合わせ】農政課農政係 ☎83-8137 FAX83-6208
　JAはが野二宮地区営農センター ☎ 74-4115

第 56回こらぼ茶話第 56回こらぼ茶話
蜂蜜クリームを作ってみよう蜂蜜クリームを作ってみよう
　蜂蜜を使って肌にやさしいクリームを作ります。
【とき】9月 12日（水）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15人
【参加料】500円
【講師】コラボーレスタッフ　亀田 孝義 氏
【申し込み】下記窓口または電話、FAXにて申し込み
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558（月曜・祝日休）

野外焼却は禁止されています野外焼却は禁止されています
　ごみ等の野外焼却による煙や臭いで、周囲の方に
迷惑を掛けていませんか。
　家庭から出るごみは分別し、「資源①・②」や「も
えるごみ」、「その他（もえないごみ）・粗大ごみ」
の収集日に出しましょう。
　住みよい生活環境づくりのため、皆さま一人一人
の自覚と実践をお願いします。
【問い合わせ】環境課清掃係 ☎83-8126 FAX83-5896

≪8月≫≪8月≫  ～～献血にご協力を～献血にご協力を～
と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ

23日（木） 9:30 ～ 16:30 真岡ライオンズクラブ
（ザ･ビックエクストラ真岡店）

29日（水）9:30 ～ 12:00 芳賀庁舎
13:30～16:00 JAはが野 本店

30日（木） 9:30 ～ 16:30 真岡青年会議所
（ザ･ビックエクストラ真岡店）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

2018 ミスコットン2018 ミスコットン
出場者募集のお知らせ出場者募集のお知らせ
　今年もミスコットンコンテストを開催します。選
ばれた方は、市の行事等に参加していただきます。
【応募資格】次の①・②を満たす方
　①県内に在住または勤務する方
　②18～ 30歳未満の独身女性
【選考方法】◎第一次審査：書類審査
　◎最終審査：「もおか木綿ふれあいまつり」会場
　　特設ステージにて審査
【賞品】◆ミスコットン（1人）
　　　　真岡木綿の着物と草木染シルクスカーフ
　　　　◆準ミスコットン（1人）
　　　　真岡木綿製品と草木染シルクスカーフ
【応募方法】応募用紙（木綿会館HPにてダウンロー
ド可）に、住所・氏名・生年月日・勤務先（学校名）・
電話番号を明記し、全身写真2枚（サービス版ま
たはLサイズで過去3カ月以内撮影のもの）を木
綿会館まで郵送または持参

【応募締切】9月21日（金）
【あて先・問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町2162-1
　木綿会館 ☎ 83-2560 FAX85-8159 ※火曜日休館

市民市民
講座講座 陶芸教室陶芸教室
　　粘土をこねることから焼成まで、あなたのオリジ
ナル作品が出来上がるまで指導します。
【とき】9月1日、15日、29日、10月 13日、27日
午後 2時～ 4時（各土曜日、全5回）

【ところ】市公民館山前分館（山前改善センター）
【受講料】4,500 円（材料代）
【対象】市内在住または在勤の方　先着15人
【持ち物】粘土をこねる板（40×40ｃｍ程度）、粘土を
入れる発泡スチロールの箱（40×40×20ｃｍ程度）

【申し込み】8月14日（火）午前8時30分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802 FAX83-6146（月曜・日曜・祝日休）

自然教育センター自然教育センター
活動指導ボランティア研修会活動指導ボランティア研修会
「陶芸（動物）」「陶芸（動物）」

　入所した児童生徒の活動を支援するボランティア指導員を
募集しています。指導員養成のため研修会を開催しますので、
指導をしてみたい方、興味のある方はぜひご参加ください。
【とき】8月27日（月）午前9時～11時30分ごろ
【ところ】自然教育センター　
【内容】粘土を成形して動物を作ります。
【対象】小・中学生への陶芸の指導者として平日の
昼間に活動できる成人の方、各自で当センターま
での往復ができる方　10人程度

【参加料】無料　【持ち物等】活動しやすい服装、タオル
【申し込み】8月 20 日（月）までに下記にて受付
【申し込み・問い合わせ】自然教育センター
　☎83-1277 FAX83-1278（平日午前９時～午後５時）

日本語指導ボランティア日本語指導ボランティア
養成講座受講生募集養成講座受講生募集

　日本語で苦労している外国籍市民の方に、ボラン
ティアで日本語を教えてみませんか。真岡市国際交
流協会では、市内にある「日本語教室」を支援して
おり、指導者を広く募集しています。
【とき】8月25日、9月8日、22日、29日、10月6日
　（各土曜日、全 5回）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】市公民館 第 7会議室　【対象】20人程度
【参加料】真岡市国際交流協会の方は無料
　会員以外の方は入会後に受講（年会費 1,000 円）
【講師】三重大学講師　神山 英子 氏
【申し込み】国際交流協会窓口、または下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】市民生活課国際交流係
　☎ 83-8719 FAX83-8392


