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大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　次の年齢の方は、クーポンの利用で 1回に限り、
市で実施する大腸がん検診の自己負担が無料になり
ます。
【対象者】クーポン対象者のみ
　昭和 52年 4月 2日～昭和 53年 4月 1日生
【受診方法】
　2日分の便を採って、下記へ提出するだけの簡単な調
査です。検査容器をお送りしますので、下記へ申し込み
ください。

大腸がん検体提出日大腸がん検体提出日
1月  21 日、22日、23日
2月  4 日、12日

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

市民市民
講座講座             

【とき】2/8、2/15、2/22、3/1、3/8
　午前9時30分～11時30分（各金曜日、全5回）
【ところ】中村農村環境改善センター（市公民館中村分館）【ところ】中村農村環境改善センター（市公民館中村分館）
【対象】市内在住・在勤の方  先着 15人【対象】市内在住・在勤の方  先着 15人
【参加料】300円（材料代）【参加料】300円（材料代）
【持ち物】水彩用絵の具、古タオル1本、2Ｂの鉛筆【持ち物】水彩用絵の具、古タオル1本、2Ｂの鉛筆
※絵の具、筆、パレット、水入れは貸出もあります。※絵の具、筆、パレット、水入れは貸出もあります。
【申し込み】【申し込み】1月 22日（火）～ 29日（火）までに、1月 22日（火）～ 29日（火）までに、
　下記にて　下記にて電話受付話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館中村分館
　☎ 82-2902  FAX 83-6148（日曜・月曜・祝日休）

初心者の水彩画
静物画を描こう

春春のの七草摘み七草摘みとと七草粥作り七草粥作り
　春の七草や食べられる野草を摘んで賞味しませんか。
【とき】2月 2日（土）　午前 9時～午後 1時　
【ところ】大内農業構造改善センター（市公民館大内分館）
および周辺の水田など

【対象】先着 30人（親子での参加歓迎）
【参加料】1人 300 円（当日集金）
　※つり銭のないようにお願いします。
【持ち物等】軍手、ビニール袋、除草用の鎌または
スコップ、エプロン、長靴（ぬかるみを歩くため）

【申し込み】1月 22日（火）～ 31日（木）までに、
　下記窓口または、電話、FAXにて受付
【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内）    
 ☎ 84-6781 FAX 84-6936（日曜・月曜・祝日休）

第 48回　市民芸術鑑賞  　第 48 回　市民芸術鑑賞  　 
『美術館めぐり』　『美術館めぐり』　

【とき】2月 20日（水）午前 8時 出発（市民会館前）
　午後 5時頃 帰着予定（久保講堂南側駐車場）
【行き先】
　①茨城県近代美術館「茨城県近代美術館名品展」
②茨城県陶芸美術館「企画展 愛のヴィクトリア
　ン・ジュエリー」

【対象】市内在住の方  80人（申込多数の場合は抽選）
【参加料】一般1,050円、70歳以上280円（当日集金）、
障害者手帳をお持ちの方と付添いの方１名は無料

【持ち物等】昼食、歩きやすい靴
【申込方法】1月 25 日（金）まで（消印有効）
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
参加者全員の住所・氏名・生年月日・電話番号（お
持ちの方は携帯番号）を記入（障害者手帳をお持
ちの方は「障害者手帳あり」と記入）、返信用は
がきに代表者の郵便番号・住所・氏名を記入し、
下記申込先へ郵送してください。
※2月上旬頃、抽選結果を返信はがきで通知します。
【申込先・問い合わせ】真岡市文化課文化振興係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731 FAX83-4070

1 月 20 日（日）1 月 20 日（日）
使用済小型家電使用済小型家電をを回収回収しますします
　2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラ
リンピック競技大会の入賞メダルに、不要となった
小型家電に含まれるリサイクル材（金・銀・銅）が
活用されることになり、東京 2020 組織委員会が主
催するこの取り組みに、真岡市も参加しています。
　下記日程で、小型家電を回収し、「都市鉱山から
つくる！みんなのメダルプロジェクト」へ渡します。
小型家電制度対象品目全てを回収しますので、ご家
庭で不要となった小型家電をお持ちください。
（回収できないもの：エアコン、テレビ、冷蔵・冷凍
庫、洗濯・衣類乾燥機）
【とき】1月 20日（日）午前 9時～午後３時
【ところ】市役所南側駐車場
※ 1月 13 日開催の初市（だるま市）が雨天等で
20日に延期となった場合、市役所本庁舎北側の
建設部棟駐車場に変更になります。

【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126 FAX 83-5896

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
冬越し中冬越し中のの生き物生き物をを探そう探そう
　里山の生き物たちは寒さをしのぐために、色々な
ところに隠れています。雑木林や水辺で冬越しの様
子を楽しく観察します。
【とき】2月 2日（土）午前 10時～正午　
【ところ】根本山自然観察センター　※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）
【参加料】無料
【持ち物等】 動きやすい服装、防寒具、軍手　
【申し込み】【申し込み】1月19日（土）午前8時30分から1月19日（土）午前8時30分から電話受付
【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）

「まちなか保健室」「まちなか保健室」健康栄養講座健康栄養講座
田町館田町館「「腎臓と減塩腎臓と減塩」」

【とき】1月 27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
【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

平成 31年度平成 31 年度
市内体育施設の使用申請市内体育施設の使用申請
　総合・武道・附属体育館、スポーツ交流館、二宮
体育館、および各運動場の平成 31年 4月からの使
用申請受付を行います。
【受付開始】3月１日（金）から
※体育施設を定期的に使用する団体の登録も受け
付けます。（条件有）なお、団体登録の当初受け
付けは、1月 31 日（木）までに申請してください。
　（申請書は下記申請先に設置）

学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を！学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を！
　学校教育に支障のない範囲で、次の施設を貸出しま
す。これらの施設で定期的に活動したい団体は、登録
が必要になりますので、忘れずに手続してください。
【利用できる施設（通年利用可）】市内小・中学校の
　体育館・武道館・グラウンド・真岡工業高校ナイ
　ターグラウンド
【登録資格】市内在住・在勤の方が常時 10 名以上
　で、定期的に活動している団体
【申請方法】申請書を使用希望日の前月 15 日まで
　に下記へ提出。25日以降に許可書を発行します。
※平成 30年度の登録団体も 4月から引き続き利用 
　する場合は、再度登録が必要です
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎84-2811 FAX84-6258
【申請先】総合体育館☎84-2811、二宮体育館☎74-3177

真岡市交通安全市民大会真岡市交通安全市民大会
　市民の交通安全に対する意識高揚と、交通事故防
止の推進を図るために市民大会を開催します。ぜひ
ご参加ください。※入場無料
【とき】1月 24日（木）午後 2時～ 4時午後 2時～ 4時
【ところ】【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【内容】児童による交通安全作文朗読や、三遊亭多【内容】児童による交通安全作文朗読や、三遊亭多
歌介さんによる落語など 歌介さんによる落語など 

【問い合わせ】市民生活課交通安全係 
　☎ 83-8110 FAX83-8392

＜①、②共通事項＞
【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【定員】各回先着 10人　【受講料】無料
【申し込み】1/25（金）10:00 から電話受付

2 月2 月のの情報センター講座情報センター講座
①Word2013 基礎講座
【とき】17日（日）午前 10時～午後 5時 30分
【対象】マウスの操作、文字入力ができる方
【内容】文字入力、文章作成、表作成、文字の装飾、
　立体文字や図の描画など
②タブレット入門講座
【とき】18日（月）午後 2時～ 5時
【対象】タブレットを使用したことがない方
【内容】タブレットの起動、終了方法などの基本操作

【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎ 83-8881 FAX83-8882（火曜日休）

  さいかつボール教室さいかつボール教室
【とき】2月 9日（土）午前 10時～正午
【対象】市内の小学4年生以上の方
【ところ】総合体育館　
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、
　タオル、 飲み物　【参加料】無料
【申し込み】1月 23日（水）午前 9時から下記電話、
　FAX、Eメールにて受付
【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 ﾙは、住所・氏名・電話番号・学年・性別を明記

第 4 回 みんなで楽しむ第 4 回 みんなで楽しむ

チケット
発売中！

若手演奏家支援事業コンサート若手演奏家支援事業コンサート
白滝 はる奈 ソプラノリサイタル白滝 はる奈 ソプラノリサイタル
【とき】3月10日（日）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　小ホール
【入場料】全席自由
　◆大人 1,000 円 
　◆小人（高校生以下）500円 
※ 4歳以上有料、3歳以下膝上無料（座席使用は有料） 
【プレイガイド】市民会館のみ（日曜・祝日除く）
【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日曜・祝日休）

一般農業者向け一般農業者向け 
農業機械安全講習会農業機械安全講習会

　安全管理講習・操作・実演を行います。
【とき】1月29日（火）午後1時30分から（2時間程度）
【ところ】農産物販売交流施設「いがしら」（あぐ里っ娘）交流館
【実施機械】小型トラクター、刈払機
【申し込み】不要。当日、会場にお越しください。
【主催】真岡市農業機械士会　【参加料】無料
【その他】ほ場での操作・実演体験を行いますので、
　長靴など作業に適した服装でお越しください。
【問い合わせ】農政課園芸畜産係 ☎83-8139 FAX83-6208

市有施設の一部を自動販売機市有施設の一部を自動販売機
設置場所として貸付けます設置場所として貸付けます

【貸付場所】市役所本庁舎外 11施設
【自動販売機の販売品】飲料（酒類またはその類似品を除く）
【貸付方法】一般競争入札
【貸付期間】平成31年4月1日～平成34年3月31日
【入札日】2月 18日（月）
【申込期間】1月25日（金）から2月 8日（金）まで
　（午前9時から午後5時）
【申込方法】入札参加申込書を下記へ持参してくださ
い。（市HPからもダウンロード可）

【問い合わせ】企画課管財係 ☎ 83-8103 FAX83-5896

親子ふれあい映画会親子ふれあい映画会
劇場版ポケットモンスター劇場版ポケットモンスターみんなの物語みんなの物語

【とき】2月 17日（日）
　①午前 10時 30分～　②午後 2時 30分～
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【チケット代】500円（3歳以下は無料）
【前売券】1月22日（火）から販売開始
　午前8時30分～午後 5時
◆日曜・月曜・祝日除く
・真岡西分館（真岡西中学校西側）
・山前分館（山前改善センター）
・大内分館（大内改善センター）
・中村分館（中村改善センター）
・二宮分館（二宮コミュニティセンター内）
◆日曜・祝日除く
・市公民館（生涯学習課）
【当日券】販売あり ※芸術鑑賞会員の割引対象外
【主催】真岡市子ども会育成会連絡協議会
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課 
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜・祝日休）

みんなのひろば
●税理士会が行う還付申告無料税務相談
【とき】2/6（水）10:30 ～ 16:00（昼休有）【ところ】
真岡市情報センター研修室または税理士会真岡支部各
会員事務所【対象】事業所得、譲渡所得、不動産所得等
のある方を除く次の方①年金受給者の方②給与所得者
で医療費控除を受ける方③年の中途で退職された方【申
し込み・問い合わせ】税理士会真岡支部☎72-2247

●農業者の皆さん、青色申告を始めましょう！
　青色申告は、経営状況の把握や特別控除もあり、収
入保険に加入できます。収入保険は、全ての農作物を
対象に、自然災害や価格低下などによる収入減少が生
じた場合に補償する保険です。最寄りの農業共済組合
にご相談ください。【問い合わせ】関東農政局栃木県拠
点地方参事官室☎ 028-633-3114

人


