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●「スタントマン」のご長寿交通安全教室
　高齢者を対象とした交通安全教室を開催します。
スタントマンによる交通事故の再現や最新型シミュ
レーターの体験などを行います。来場者には反射材
をプレゼント。【とき】11 月 19 日（火）午前 10
時～【ところ】市総合体育館【参加料】無料【問い
合わせ】真岡警察署☎ 84-0110 または、栃木県交
通安全協会☎ 028-622-8483

第 5 回 歴史教室第 5 回 歴史教室
芳賀郡芳賀郡のの古代仏教遺跡古代仏教遺跡をを考える考える
　出土物や遺構などから、古代仏教の浸透の様
子や、庶民の信仰を大胆に探っていただきます。
【とき】11月 16日（土）午前 10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】栃木県埋蔵文化財センター職員
　池田 敏宏 氏
【参加料】無料【申し込み】不要

第 6 回　歴史教室第 6 回　歴史教室
【とき】12月14日（土）※時間、会場は上記と同様
【講師】栃木県立文書館職員 直井 康幸 氏
【演題】「地域史料からみた地租改正」
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

員

上記と同様

離乳食教室 離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方
【とき】12月5日（木）午前10時～11時15分
（アンケートの記入のため、20分前までにお越しください）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】令和元年 5・6月生まれで、離乳食が始まっ
ているお子さんと保護者　先着 20組

【内容】講話「2回食に向けての進め方」（試食あり）
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】11月 22日（金）
　午前 9時から、下記にて電話で受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

モオカの休日特別版モオカの休日特別版
うたごえ喫茶うたごえ喫茶

　さまざまなジャンルの歌を歌いながら、
地域交流を楽しみましょう。どなたでも
参加できますので、気軽にお越しください。
【とき】11月 24日（日）午後 2時から
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【参加料】無料　【主催】アンサンブル花
【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

、さまざ

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
マツボックリでマツボックリで

クリスマスリースを作ろうクリスマスリースを作ろう
　マツボックリや小枝などの自然素材を使って
クリスマスに飾れるリースを作ります。材料の
一部は、自分で雑木林へ採りに行きます。
【とき】12月 1日（日）午前 9時～正午
【ところ】根本山自然観察センター ※雨天決行
【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）
【持ち物等】動きやすい服装、運動靴、材料を集
めるためのビニール袋、筆記用具、30㎝の定規、
木工用ボンド、クレヨン、おてふき

【申し込み】11月 17日（日）から、下記にて電
　話で受付（8:30 ～ 17:15）【参加料】無料
※12月1日（日）の午前中は、野鳥クラフトは休みです。
【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）

第 10回第 10 回 

にのみや地区公民館まつりにのみや地区公民館まつり
【とき】11月17日（日）午前9時から ※雨天決行
【ところ】二宮コミュニティセンター
【駐車場】にのみや“とちおとめ”ホール
【内容】芸能発表、二宮地区の園児・児童・生徒・
愛好会等による作品展示、地域公民館対抗玉
入れ大会、模擬店、子どもお楽しみコーナー、
カレーライス無料配布など

【主催】にのみや地区公民館まつり実行委員会
【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日曜・月曜・祝日休）

ル

高校生主催のクリスマスイベント高校生主催のクリスマスイベント

サンタと遊ぼうサンタと遊ぼう
　高校生ボランティアによるイベントです。サ
ンタと一緒に歌やゲーム、プレゼント配布、記
念撮影を楽しみませんか。
【とき】12月14日（土）午後1時30分～3時（予定）
　※開場・受付は午後 1時から
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【対象】市内在住または勤務の方の小学校低学年
　以下のお子さん（兄弟姉妹も参加可）
　先着 150人（子どもの参加者数）
　※必ず親子でご来場ください。
【参加料】プレゼント代として子ども 1人につき
　400円（同伴の大人は無料）
【申し込み】11月 23日（土）までに、
　下記窓口へ参加料を持参し受付。
【主催】「サンタと遊ぼう」実行委員会
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課（市公民館内）
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

●全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
【とき】11 月 18 日（月）～ 24 日（日）午前 8時
30 分～午後 7時（土曜・日曜は午前 10 時～午後
5時）【実施機関】宇都宮地方法務局 栃木県人権擁
護委員連合会（ナビダイヤル）☎ 0570-070-810

●令和元年分
　決算説明会および消費税軽減税率制度説明会
≪青色申告者≫
【とき】12月 16日（月）【ところ】青年女性会館
【決算説明会】営業・不動産所得関係（10:00 ～
11:00）、農業所得関係（14:00 ～ 15:00）【消費税
軽減税率制度説明会】営業・不動産所得関係（11:00
～ 12:00）、農業所得関係（15:00 ～ 16:00）【内容】
青色申告決算書の作成方法や注意点、消費税の軽減
税率制度について
≪白色申告者≫
【とき】12月 17日（火）【ところ】青年女性会館
【決算説明会】営業・不動産所得関係（10:00 ～
11:00）、農業所得関係（14:00 ～ 15:00）【消費税
軽減税率制度説明会】営業・不動産所得関係（11:00
～ 12:00）、農業所得関係（15:00 ～ 16:00）【内容】
収支内訳書の作成方法や注意点、消費税の軽減税率
制度について
【問い合わせ】真岡税務署 個人課税部門 ☎ 82-2116

久保記念観光文化交流館 ワークショップ久保記念観光文化交流館 ワークショップ 

フォト・デッサンをつくろうフォト・デッサンをつくろう
　身近な物体を印画紙の上に置いてシルエット
を撮る、影絵のような写真を体験してみよう。
【とき】12月 8日（日）
　① 13:00 ～② 14:00 ～③ 15:00 ～
【ところ】観光まちづくりセンター
【対象】小学生以上　各回 先着 3人
　（小学生は保護者同伴）
【講師】猪瀬 利夫 氏（フォトグラファー）
【持ち物等】作品に写したい物（あれば）、汚れ
ても良い服装、またはエプロン

【参加費】250円（2枚制作）
【申し込み】下記にて電話で受付

 ギャラリートーク開催 ギャラリートーク開催
【とき】12月 8日（日）午前 11時～
【ところ】美術品展示館【申し込み】不要
【申し込み・問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012 （FAX兼）（火曜日休）

●地方税の申告は eLTAX（エルタックス）で！
eLTAX は、地方税における手続きを、インター
ネットを利用して電子的に行うシステムです。手続
きが自宅やオフィスからできたり、複数の地方自治
体へまとめて一度に送信できたりするなどのメリッ
トがあります。eLTAX のサービスは無料です。国
と地方にそれぞれ提出する義務のある源泉徴収票・
給与支払報告書を一括して eLTAXで一元的に送信
することができます。これにより、PCdesk で給与
支払報告書と源泉徴収票の統一様式に１回入力する
だけで、それぞれのデータが作成され、給与支払報
告書データが市区町村に、源泉徴収票のデータが国
税庁に届けられます。eLTAX に関する詳しい情報
はホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）
をご覧ください。eLTAX の利用可能時間 8:30 ～
24:00（土日祝日、年末年始は除く）【問い合わせ】
ヘルプデスク☎ 0570-081459

　真岡もめんの着物を着て、門前地区をまちあ
るきしてみませんか。今年から大人用着物（男
女あり）のほか、子ども用（サイズ限
定）も貸出します。また、「Trattoria 
COCORO」や「もめん茶屋」のランチ
付きコースもあります。
【開催予定日】12月 8日（日）
【参加方法】開催日4日前までに事前予
約が必要です。先着順のため、お早め
に申し込みください。

※詳しくは観光協会ホームページにて
【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

真岡もめんの着物を着て 門前地区をまちあ

台風15号台風15号によりにより
被災被災されたされた農業者農業者のの方方へへ
9 月 9日に関東を上陸した、台風 15号により、

ビニールハウス等の農業用施設が被災し、今後
も農業経営を継続しようとする農業者に対して、
支援を行います。
①被災した農業用施設の解体・運搬・処理に要
　した費用の一部を補助します。
②被災した農業用施設や、その付帯施設の再建・
修繕（必要な資材を購入し、自ら再建・修繕
する場合を含む）および、農業用機械や、生
産した農作物の加工に必要な機械の取得・修
繕に要した費用の一部を補助します。

※いずれも、被災規模が施設の 30％以上の場合
に限ります。

※再建・修繕では、金融機関からの融資を活用
することが条件となります。

【申し込み】11月29日（金）までに、下記にて受付
※詳しくは、市HPまたは下記へ問い
合わせください。

【問い合わせ】農政課園芸畜産係 
　☎ 83-8139 FAX83-6208 市HPQRコード

真岡市で創業をお考えの方へ真岡市で創業をお考えの方へ
創業セミナー開催創業セミナー開催

【とき】11/26（火）、11/28（木）、12/2（月）、12/4（水）、
12/10（火）午後6時30分～8時30分

【ところ】真岡商工会議所
【対象】創業希望の方、創業後おおむね 5年未満
の方　先着 20人

【内容】事業計画・財務計画・人材育成・販路開拓等
【講師】中小企業診断士　須田 秀規 氏
【申し込み】11月 22日（金）までに、下記にて
電話で受付

【申し込み・問い合わせ】真岡商工会議所
　☎ 82-3305 FAX82-7967

おやこの食育教室おやこの食育教室
　豆腐クリームのパングラタン、レタスとベー
コンのスープを作ります。
【とき】12月 14日（土）
　午前 10時～午後 1時
【ところ】市公民館二宮分館 調理室
【対象】市内在住の小学生とその保護者、または
　祖父母　先着 30人
【参加料】大人 600円、子ども 400円（材料費）
【持ち物】エプロン、ふきん、室内履き（子どものみ）
【申し込み】11 月 15 日（金）から、下記にて、
　電話で受付（平日 9:00 ～ 17:15）
【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 FAX 83-8619

観光協会HPQRコード


