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科学教育センター科学教育センター11月のご案内月のご案内
★プラネタリウム一般公開★★プラネタリウム一般公開★

【とき】1月18日、25日（各土曜日）
　①午前 11時～②午後 1時 30分～
※開始5分前にはご入場ください※途中入場不可
【内容】当日の星座解説、冬番組「宙ｶﾞｰﾙ☆篠原
　ともえのﾚｯﾂｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸ 」゙（投影時間約50分）
【観覧料】高校生以上200円、4歳～中学生100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
　定員になり次第、観覧券の販売は終了。
★科学の広場★モーターのしくみを学ぼう★科学の広場★モーターのしくみを学ぼう
【とき】2月1日（土）午前9時30分～10時 30分
【対象】小・中学生　先着約 24組
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【参加費】子ども 1人 100 円
【申し込み】1 月 23 日（木）・24 日（金）に、
下記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）

【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611

外国籍市民の皆さんへ外国籍市民の皆さんへ
市市とのとの懇談会懇談会ににご参加ご参加くくだださいさい
　外国籍市民の皆さまに行政サービスの情報提
供を行い、皆さまの暮らしに役立てていただく
ため、市との懇談会を開催します。
【とき】1月 28日（火）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】市公民館　2階　第 7会議室
【対象】市内に居住または勤務し、ある程度の日
本語会話の可能な外国籍市民　30人程度

　※スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・
　英語・中国語の通訳あり

【内容】防災について～災害から身を守るために～
【申し込み】1月 23日（木）までに、氏名・年齢・
性別・国籍を下記へ連絡ください。

※当日「真岡市防災マップ2019」をお持ちください
【問い合わせ】市民生活課国際交流係
　☎ 83-8719 FAX83-8392
　Eメール：mia2017@ucatv.ne.jp

Aos Cidadãos EstrangeirosAos Cidadãos Estrangeiros
"Debate com a Autoridade"Debate com a Autoridade 

Administrativas"Administrativas"
Será realizado o "Debate com a Autoridade 
Administrativas", onde o forneceremos 
informações sobre serviços administrativos. 
Contamos com a vossa presença.

◆ Detalhes ◆
【Data】28 de janeiro de 2020, terça-feira, a 
partir das 19:00 às 20:30 

【Local】Moka Kouminkan, 2° andar
　(Em frente ao Corpo de Bombeiro de Moka)
【Conteúdos】Prevenção de desastres
　~Para se proteger das calamidades
【Alvo】30 Estrangeiros residentes ou  
trabalhadores na cidade de Moka, com 
conhecimento básico no idioma Japonês.
(Intérpretes; Chinês, Espanhol, Filipino, 
Inglês e Português)

【Inscrição】 Até o dia 23 de janeiro, quinta-feira
Associação de Internacional de Moka.

※ Levar o “Mapa de prevenção de desastres 
da cidade de Moka

【Informações】 Tel: 0285-83-8719    　　
　E-mai：mia2017@ucatv.ne.jp

文化協会設立40周年記念講演会文化協会設立40周年記念講演会
【とき】1月 26日（日）午後 2時開演 入場無料入場無料
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール  全席自由
【講師】落語家 林家 木久蔵 師匠
【内容】『木久蔵流　笑うが一番』
【その他】呈茶のふるまい、箏
桜会による演奏、真岡ミュー
ジカルによるアトラクション、
生け花や盆栽などの作品展示

【主催】真岡市文化協会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

真岡駅子ども広場真岡駅子ども広場
リニューアルオープンリニューアルオープン

　真岡駅子ども広場の 3階の一部を屋内遊戯場
に改修しリニューアルオープンします。たくさん
の遊具がありますので、ぜひ遊びに来てください。
【とき】1月 19日（日）午前 10時オープン
【ところ】真岡駅子ども広場 3階・4階
【対象】3階屋内遊戯場は、0歳～小学 2年生と
保護者。4階は、どなたでも利用できます。
★先着100名のお子さまへいちごあめプレゼント
★先着 100 組のご家族へ記念バッグプレゼント
　当日は混雑が予想されます。安全確保のため、
時間制での利用となりますのでご了承ください。
第①ｸｰﾙ 10:00 ～ 11:00 第⑤ｸｰﾙ 14:40 ～ 15:40
第②ｸｰﾙ 11:10 ～ 12:10 第⑥ｸｰﾙ 15:50 ～ 16:50
第③ｸｰﾙ 12:20 ～ 13:20 第⑦ｸｰﾙ 17:00 ～ 18:00
第④ｸｰﾙ 13:30 ～ 14:30 1クール：50人
※詳しくは、市HPをご覧ください。
【問い合わせ】第一子育て支援センター
　☎ 84-1545（FAX兼） 市HPQRコード

NET119（web119）NET119（web119）
緊急通報システムのお知らせ緊急通報システムのお知らせ
　聴覚、音声・言語またはそしゃく機能に障が
い等を有しているなど、電話による音声での
119 番通報が困難な方を対象に「NET119 緊急
通報システム」を 4月 1日から開始します。
　「NET119」とは、スマートフォンなどのウェ
ブ機能を使用し、簡単な画面操作で 119番通報
を行うシステムです。ご利用には、事前の登録が
必要です。2月 16日（日）に事前登録説明会を
開催します。対象の方には、個別に通知します。
【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
消防本部通信指令課 ☎82-0119 FAX80-8789
社会福祉課障がい福祉係 ☎83-8129 FAX83-8554 
E ﾒｰﾙ：syakaifukushi@city.moka.lg.jp

スポーツスポーツ
教室教室 第3回 さいかつボール教室

【とき】2月 8日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内の小学 4年生以上の方 先着 30人
【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 20日（月）から、電話・FAX・
Eメールにて受付（平日8:30～ 17:15）

【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メールは氏名・住所・電話番号・年齢を明記

久下田浄水場電気設備定期点検久下田浄水場電気設備定期点検
に伴う水道水の濁りについてに伴う水道水の濁りについて
　久下田浄水場電気設備定期点検に伴い、水道
管内の水圧が変化するため、一時的に水の濁り
が発生する恐れがあります。工事時間帯の水道
水の使用にご留意ください。また、蛇口から赤
水等の濁りが確認された場合には、しばらく水
を流し、きれいになってからご利用ください。
この工事は、水道施設の維持管理上必要である
ため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
【作業日時】1月21日（火）午後1時30分～4時
【影響地域】真岡市久下田、久下田西一丁目～七
丁目、さくら一丁目～四丁目、境、程島、長島、
石島、下大曽、大根田、大和田地内

【問い合わせ】水道課浄水係
　☎ 83-8697 FAX84-7512

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
小枝小枝ででおひなさまおひなさまをを作って飾ろう作って飾ろう
【とき】2月 2日（日）午前 9時 30分～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】軍手、ハサミ、カッター、木工用ボンド、
　筆記用具、定規、お菓子の空き箱【参加料】無料
【申し込み】1月18日（土）から、【申し込み】1月18日（土）から、下記にて電話で受付
※2月2日（日）の午前中は、野鳥クラフトは休みです。
【問い合わせ】根本山自然観察センター （8:30~17:15）
　☎83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

普通救命講習 普通救命講習 受講者募集受講者募集
　AEDを用いた心肺蘇生法など救命に必要な応
急手当の知識と技術を学びます。※受講料無料
【とき】2月 16日（日）午前 9時～正午
【ところ】総合福祉保健センター【定員】先着 30人
【講習種別】普通救命講習・再講習　
【申し込み】下記にて、電話で受付
【問い合わせ】真岡消防署救急係
　☎ 82-1029 FAX83-3764

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
　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 19日（日）午前 9時～午後３時
【ところ】市役所南側駐車場
【問い合わせ】環境課清掃係
　☎ 83-8126 FAX 83-5896

＜ポルトカル語＞

A Dialogue with the A Dialogue with the 
Authorities of the CITYAuthorities of the CITY
To all the foreign residents.To all the foreign residents.
Please participate in 《A Dialogue with the 
Authorities of the CITY》Information's for 
administrative services for foreign citizens. 
《A dialogue with authorities with the 
city》will be held to help and answer your 
questions for a good living. We will wait for 
your participation.

◆ N　O　T　E ◆
【Date】January.28,2019(Tues.)7:00PM～8:30PM
【Place】Moka Kominkan 2nd Floor room 7
【Contents】About 〔Disaster Prevention~how 
to protect yourself from disaster〕

【30 participants】A resident and working in 
the  city are invited, and are capable  of 
Japanese conversation.

（Interpreters are available in Spanish,Portu
guese,Tagalog,English and Chinese.)

※ Please bring the Moka City Disaster Map 
2019 on this day.

Deadline for application is on January 
23, Thursday. Write your name, age, sex 
and country name. Please contact Shimin 
Seikatsu Ka, Kokusai Koryu (MIA)
TEL: 0285-83-8719 FAX83-8392 　　
E-mail：mia2017@ucatv.ne.jp

＜英語＞
市民市民
講座講座

自分でそばを打ってみませんか
　そば打ち教室

【とき】2/1（土）、2/7（金）、2/15（土）
　午前 9時～正午頃 （全 3回）
【ところ】市公民館二宮分館　調理室
【対象】市内在住・勤務の方 先着14人（3回出られる方）
【内容】そば打ち（打ったそばは持ち帰ります）
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル 2本、そば
を持ち帰る容器　【受講料】800円（材料代）

【申し込み】1月 21日（火）から下記窓口または、
　電話にて受付
【問い合わせ】市公民館二宮分館（8:30~17:15）
　☎74-0107 FAX74-0187（日曜・月曜・祝日休）

かかかかかかかかかかか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
ｱｰﾄﾘﾝｸｱｰﾄﾘﾝｸとちぎ2019栃木県立美術館とちぎ2019栃木県立美術館
収蔵品展　野澤一郎が愛した美術収蔵品展　野澤一郎が愛した美術
　真岡高等学校出身の偉人・野澤一郎が集めた
日本画、彫刻の名品を紹介します。
【開催期間】1月 23日（木）～ 2月 3日（月）
※ 1月 25 日（土）午後 2時から、栃木県立美
術館学芸員によるギャラリートーク（作品解
説）を行います。お気軽にご参加ください。

【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休館）

入場料入場料
無料無料

島 長島

久保貞次郎特別展示久保貞次郎特別展示
　久保貞次郎の直筆色紙や愛用品、著書などを
特別展示しています。この機会に、貴重な資料
をぜひご覧ください。
【開催期間】1月 17日（金）～ 2月 13日（木）
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

真岡市立真岡市立
図書館図書館


