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3 月の図書館だより　
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫ 5、12、19、26日（火）午前10時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語の絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 9日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 9日（土）午後2時～
　「愛の若草物語」（90分）
≪おはなしの森≫ 16 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 19日（火）午後2時～
　「あぶあぶあの奇跡」（114分）
≪幼児向けおはなし会≫ 22日（金）午前10時～

◆ 第 2回 リサイクルフェア ◆
　除籍扱いになった書籍や絵本、雑誌などを無償で
提供します。　
【とき】3月21日（木・祝）午前10時～午後3時
　（午前9時30分から整理券配布）
※当日はマイバッグをご用意ください。

◆ ぬいぐるみおとまり会 ◆
　お家のぬいぐるみと一緒におはなしを聞いて、ぬい
ぐるみは図書館にお泊りします。（2泊3日）ぬいぐ
るみたちは夜の図書館で何をするのかな？お迎えの
ときに、その様子をアルバムにしてプレゼント！
【とき】3月23日（土）午後1時30分～
　お迎えは26日（火）午後1時から
【対象】3歳～小学3年生以下のお子さま　先着10人
【申し込み】3月 2日（土）～ 17日（日）まで、
窓口または電話にて受付（午前 9時～）

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

二 宮図書 館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫7日（木）午前10時30分～
≪キャンドルの会≫9日（土）午前10 時～
　絵本の読み聞かせ＆工作（柏餅の形のｶｽﾀﾈｯﾄを作ろう）
≪スタッフの読み聞かせ≫16日（土）午後2時～
≪映写会（大人向け）≫ 21日（木）午後 2時～
　「プロフェッショナル仕事の流儀　映画監督・
　細田 守の仕事」（47分）
≪館長の読み聞かせ≫ 23 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 23日（土）午後2時30分～
　「おばけのラーバン 2」（44分）
≪子育て支援センター≫26日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
【問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286

3 月の休館日3月の休館日（真岡）4、11、18、25日（二宮）4、10、11、18、25日
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3月に 70 歳を迎える方へ3 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

　3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24年3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
　または二宮支所 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。
　3月に申請された方への温泉券の交付枚数は、
　1枚（1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

方）　

「まちなか保健室」駅前館で「まちなか保健室」駅前館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】3月 10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駅前館」
【対象】市内在住の方 先着 15人
【内容】離乳食の不安解消！　【講師】栄養士
【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）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

鬼怒水辺観察センター主催鬼怒水辺観察センター主催
野鳥・蝶・トンボの写真展野鳥・蝶・トンボの写真展
　身近な野鳥などの生態写真を展示します。
【とき】3月17日（日）までの水曜・土曜・日曜・祝日
　午前 9時～午後 3時
【ところ】鬼怒水辺観察センター隣
　国土交通省河川防災インフォメーションセンター
【入場料】無料
【問い合わせ】鬼怒水辺観察センター  ☎84-6439 
　FAX 84-3312（月・火・木・金曜休み※祝日除く）

みんなのひろば

●芳賀赤十字病院 新築移転記念講演会
　平成30年度医療機能分化連係県民理解推進事業
　「医療機能について～上手な病院のかかり方～」
【とき】3/16（土）13:30～15:00
【ところ】芳賀赤十字病院 講堂
【対象】地域の方はどなたでも参加できます。
【申し込み】3/8（金）までに下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】地域医療連携室☎82-2195

●亀田孝義さん撮影の写真展　「私の街の野仏」
【とき】3/6（水）～ 3/30（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

●ジョブモール応援隊セミナー＆巡回相談会
　労働者のためのジョブモール応援隊セミナー＆巡
回相談会を開催します。セミナーのみ、相談会のみ
の参加も可能です。
【とき】3/20（水）
【ところ】栃木県庁河内庁舎（宇都宮市竹林町1030-2）
【内容】
《10:30 ～ 12:00》とちぎジョブモール応援隊セミナー 
　人生 100年時代の中高年の働き方、生き方 
　～ 60代からのキャリアを生かした働き方と年金も
　含めた生活設計は？～
《13:00 ～ 16:00》とちぎジョブモール巡回相談会およ
びとちぎ生涯現役シニア応援センター ぷらっと相談会
【参加費】無料
【申し込み・問い合わせ】3/18（月）17:00 まで
　宇都宮労政事務所☎ 028-626-3053にて受付

●誰にも言えない気持ち、聞かせてください
　自殺予防 いのちの電話
【とき】毎月10日（8:00～翌日 8:00）
【相談番号】フリーダイヤル☎0120-783-556（無料）
【相談内容】自殺予防相談（死にたい、死のうと思っ
　ている、生きている意味がないなど）
【問い合わせ】栃木いのちの電話事務局
　〒320-8508宇都宮市若草1-10-6
　☎ 028-622-7970 FAX028-902-1030
　（月曜日～金曜日9:00～ 17:00）

市民市民
講座講座
　圧力なべを使って、白菜たっぷりカレー、ロールチ
キン、白菜の鳴門巻き、人参とツナのサラダ、芋よ
うかんを作ります。
【とき】3月 16日（土）午前 9時～午後 0時 30分
【ところ】市公民館山前分館（山前農村環境改善センター）
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料】1,000 円
【持ち物等】エプロン、三角巾、持ち帰り用タッパー、
圧力なべ（持っていれば）

【申し込み】3月 5日（火）から電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802 FAX 83-6146  （日曜・月曜・祝日休）

料理教室
圧力なべを使いこなそう

子どもの里親に子どもの里親に
なりませんか？なりませんか？

　「親が病気やけがをしてしまった」「親から虐待を受
け、家庭に置いておけない」など、さまざまな事情に
より家庭で暮らすことができない子どもたちがいます。
　里親制度は実の親に代わり、このような子どもた
ちを家庭的な環境のもとで養育するための制度です。
　栃木県では、より多くの方々に里親
制度について知っていただき、里親に
なっていただける方を求めています。
　子どものために何かをしてあげたい
と考えている方、子どもを養育してみ
たい方、里親になりませんか。
　里親になるためには特別な資格は必
要ありません。子どもの養育に理解があり、熱意と
愛情を持っている方で、一定の条件を満たしていれ
ば里親になることができます。　　
【問い合わせ】
　栃木県中央児童相談所 相談調査課 里親担当　
　☎ 028-665-7830 FAX028-665-7831　
　E ﾒｰﾙ：chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp
　こども家庭課子育て支援係☎82-1113 FAX82-2340

真岡市融資制度真岡市融資制度ののご案内ご案内
※下記の制度資金以外にも用途に応じた各種制度資金を用意しておりますので、お気軽にお問い合わせく
　ださい。条件など詳細については市のホームページでご確認ください。
制度名制度名 用　途用　途 限度額限度額 返済期間返済期間 利率利率

運転資金運転資金
商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金、
真岡市商工振興資金（運転・設備）の既往借入金の
借換え

1,000 万円
3年以内 1.3%
5 年以内 1.5%
7 年以内 1.7%

設備資金設備資金 機械器具等の購入、設備の改善、従業員の福利に
関する設備等の設備資金 2,000 万円

3年以内 1.3%
5 年以内 1.5%
7 年以内 1.7%
10 年以内 1.9%

季節資金季節資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金
（夏季と年末の事業経営に必要な運転資金） 500 万円 夏季（翌年3月末日まで） 1.2%年末（翌年9月末日まで）

【申し込み】市内金融機関（JA・労働金庫を除く）【問い合わせ】 商工観光課商業係  ☎ 83-8643 FAX83-0199

市内中小企業者等が近代化を図り、体質の改善や経
営の合理化等を行う際に、ぜひご利用ください。

3 月 3日 さだじろう記念館にて3 月 3日 さだじろう記念館にて
ひな祭りイベント開催！ひな祭りイベント開催！

　第十章「真岡・浪漫ひな飾り」に併せ、イベント
を開催します。ぜひお越しください。
【とき】3月3日（日）午前10時～午後3時
【ところ】さだじろう記念館（久保記念観光文化交流館）

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

◆親子DE着物まちあるき（※要予約）
◆シルクスクリーンでオリジナルバッグをつくろう
◆ドレミファそんりゅう 大道芸
◆ひな飾り記念撮影会
◆うたごえ喫茶（午前11時～正午）
◆いちごフェア（いちご、いちご加工品販売）
◆駄菓子屋

2 0 1 9 年度2 0 1 9 年度

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市芸術鑑賞会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731 FAX83-4070

　現在受付中！ 2,500 円で年間 7本以上の映画が
鑑賞できます。
◆ 会員特典 ◆
①芸術鑑賞会主催の映画会が無料（年 7回以上）
②真岡市民会館自主事業が 500円引き（本人のみ）
③映画会や自主事業の日程をはがきや Eメールで
　お知らせします。
◆ 入会のご案内 ◆
　文化課（市民会館内）に備え付けの申込用紙に必
要事項を記入し、年会費 2,500 円を添えて下記ま
で提出ください。
◆ 入会規則 ◆
・高校生以上であれば市内外を問わず入会可能
・年会費は 2,500 円
・有効期限は毎年 4月から翌年 3月末日まで
・映画会の上映作品および日程は、
　フィルム手配の都合上未定

『真岡市芸術鑑賞会』『真岡市芸術鑑賞会』会員募集会員募集

まで

第 43 回第 43 回
市民芸能チャリティーショー市民芸能チャリティーショー
　真岡市文化協会会員による舞踊、吟詠、民謡、
ダンス等の発表会です。
【とき】3月2日（土）午前9時30分開場、午前10時開演
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【入場料】300円（全席自由）前売り券、文化課にて発売中
【主催】真岡市文化協会芸能民舞吟部会・舞台部会・音楽部会
【問い合わせ】文化課　☎83-7731 FAX83-4070

3 月 16 日（土）は終日3月 16 日（土）は終日
自動交付機が使用できません自動交付機が使用できません

【問い合わせ】 市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514 

　市民課前（市役所東玄関内）にあ
る印鑑登録証明書等の自動交付機の
メンテナンスを行うため、3月 16
日（土）は終日使用できません。ご
不便をお掛けします。詳しくは下記
まで問い合わせください。
※3月 17日（日）は利用可能です。


