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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
　貴重な野鳥等の写真を展示します。
【とき】3月 8日（日）までの、水曜・土曜・日曜・
祝日・振替休日　午前 9時～午後 3時

【入場料】無料
【ところ】鬼怒水辺観察センター東側 国土交通省
　河川防災インフォメーションセンター
【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））

令和 2 年度受講者募集令和 2 年度受講者募集
手話ボランティア養成講習会手話ボランティア養成講習会
【期間】4月 16 日から令和 3年 2月 25 日まで
　の毎週木曜日　午後 7時～ 9時
　（祝日および年末年始は休講）全 40回
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】手話を学ぶことに意欲・関心があり、講
習会終了後は市内での活動に参加し、聴覚障
がい者を理解し交流を深めることを望む方

【定員】先着 20人
【受講料】無料（テキスト代 3,300 円は自己負担）
【申し込み】3月 16日（月）までに、下記窓口にて、
　備えの申込書にテキスト代を添えて受付
【注意】欠席が 3回を超えた場合、修了証を交付
　できません。
【問い合わせ】社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

【とき】2月 16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
【入場料】500円（3歳以下は無料）
現在、前売り券発売中！

【前売券販売場所】◆市公民館 生涯学習課 (日曜・
祝日除く 8:30 ～ 17:00) ◆真岡西分館、山前
分館、大内分館、中村分館、二宮分館（日曜・
月曜・祝日除く 8:30 ～ 17:00）

【当日券】市公民館で販売
※芸術鑑賞会会員の割引対象外
【主催】真岡市子ども会育成会連絡協議会
【問い合わせ】生涯学習課 （日曜・祝日休）
　☎ 82-7151 FAX 83-4070

親子ふれあい親子ふれあい
映画会映画会 トイ・ストーリー4トイ・ストーリー4科学教育センター ★天体観望会★科学教育センター ★天体観望会★

月や金星、すばるをみよう月や金星、すばるをみよう
　天体望遠鏡を使って、月や金星、
すばるを観察します。
【とき】3月 4日（水）
　午後 6時 30分～ 7時 30分
【対象】先着 30人 （小学生以下は保護者同伴）
【持ち物】懐中電灯、防寒着　【参加費】無料
【申し込み】2月 25日（火）・26日（水）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

生垣づくり生垣づくりをを補助補助しますします
　潤いと安らぎのあるまちづくりを進めるため
に、生垣づくりの費用の一部を助成します。
【補助金額】１ｍあたり3,000円（上限60,000円）
【補助対象】過去に当補助を受けた方は対象外
　●住宅や事業所等の敷地内に生垣を植栽する
　●生垣総延長 5m以上かつ一般通行用道路に
　　3m以上面している
　●樹木の高さが 50cm 以上あり 1mあたり 2
　本以上植栽する
※生垣を植栽する前に、下記へ申請が必要です。
【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎ 83-8724 FAX83-8879

石塀等石塀等のの撤去撤去をを補助補助しますします
　災害を未然に防止するため、危険な塀の撤去
等について、工事費用の一部を補助します。
【補助対象】3段積み以上で高さが 80cm以上
【補助対象工事】
　●塀を撤去する工事（道路・隣地沿い）　
　●塀の高さを65cm以下にする工事（道路沿い）
　●塀を法令の基準に適合させる工事（道路沿い）
【補助額】道路沿い：最高 15万円
　　　　  　　（令和 3年 3月末以降は 10万円）
　　　  　隣地沿い：最高 10万円
※撤去後は、下記の生垣づくり補助制度を
　活用ください。
※詳細は、下記まで問い合わせください。
【問い合わせ】建設課建築係
　☎ 83-8150 FAX83-6240

度を

い。

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～
両親学級のご案内両親学級のご案内

　沐浴体験、妊婦疑似体験などを行います。
【とき】3月7日（土）午前9時30分～11時30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦　先着15組
　（おおむね妊娠28週以降 ）
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】　2月21日（金）午前9時から電話で受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

時30分

認知症カフェ　 
　認知症カフェとは、同じ悩みを抱えた方たち
が集まり、ほっとする時間を共有できる場です。

あったカフェあったカフェ【共生型医療福祉施設 田井の里】
【とき】2月21日（金）午後1時30分～3時30分
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】いきいき健康講座　【参加料】200円
【申し込み】共生型医療福祉施設 田井の里
　（☎ 81-6500）にて電話で受付

木綿カフェ木綿カフェ【グループホームエフビー木綿の郷】
【とき】2月 21日（金）午後 2時～ 3時
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】映画上映会、相談　【参加料】無料
【申し込み】グループホームエフビー木綿の郷
　（☎ 81-3880）にて電話で受付
【問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

  

若手演奏家支援事業若手演奏家支援事業
黒川 和希黒川 和希 サックスリサイタルサックスリサイタル
【とき】2月 23日（日）
　午後 2時開演（30分前開場）
【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 
　※未就学児の入場不可
【プログラム】　ムーンリバー、星に願いを、ス
マイル、“いそしぎ”のテーマ（the shadow 
of your smile）　他　

　※プログラムは、変更になる場合があります。
【プレイガイド】市民会館のみ（日曜・祝日除く）
【問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日曜・祝日休）

バリアフリー映写会バリアフリー映写会
　『ハンサム★スーツ』（115 分）を上映します。
障がいのある方でも一緒に楽しめる、日本語字
幕と音声ガイド付きの上映です。
※車いすをご利用の方は、事前に連絡ください。
【とき】2月 23日（日）午後 2時から
【ところ】真岡市立図書館　2階会議室
【定員】なし、どなたでも参加できます。
【申し込み】不要　【入場料】無料
【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

みんなのひろば
●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。（要予約）【とき】3/10（火）【と
ころ】栃木県庁河内庁舎【内容】①とちぎジョブモー
ル応援隊セミナー 10:30 ～ 12:00《テーマ》人生
100 年時代の中高年の働き方、生き方（60代から
の働き方と年金のお話）～キャリアを活かした 60
代からの働き方と年金も含めた生活設計について
～②とちぎジョブモール巡回相談会（キャリアカウ
ンセリング）およびとちぎ生涯現役シニア応援セン
ターぷらっと巡回相談会 13:00 ～ 16:00【参加料】
無料【申し込み】3/6（金）17:00 までに、下記に
て電話で受付ください。【問い合わせ】宇都宮労政
事務所☎ 028-626-3053

たい肥・チップたい肥・チップをを無料配布無料配布しますします
　せん定枝・落ち葉・草をたい肥化またはチッ
プ化したものを市民の方へ無料で配布します。
【とき】2月 17日（月）から
【配布時間】10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
【ところ】真岡市リサイクルセンター（阿部岡 365-4）
【配布方法】備え付けの受付簿に必要事項を記入
後、ご自身で袋に入れるか、軽トラック等に
直接積み込みをしてください。

【注意事項】軽トラック等に積み込む方は、シー
トなどを使用し、たい肥等が落下・飛散しな
いようにしてください。センター内では、係
員の指示に従ってください。

【問い合わせ】環境課清掃施設係
　☎ 83-8692 FAX83-5896

●放送大学入学生募集のお知らせ
　放送大学では、4月入学生を募集しています。10
代から 90代の幅広い世代、約 9万人の学生が、大
学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざま
な目的で学んでいます。心理学・福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など、約 300 科目の幅広い
授業があり、1科目から学ぶことができます。資料
を無料で配布していますので、お気軽にお問い合わ
せください。【出願期間】（第 1回）2/29（土）ま
で（第 2回）3/17（火）まで【問い合わせ】放送
大学栃木学習センター☎ 028-632-0572

全国瞬時警報システム（Jアラート）の全国瞬時警報システム（Jアラート）の
全国一斉情報伝達試験全国一斉情報伝達試験のの実施実施
　地震や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝
達試験を行います。
　この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）を用いた試験です。
【とき】2月 19日（水）午前 11時頃
※災害の発生状況や気象状況等によっては、試
験放送を中止する場合があります。

【内容】防災行政無線から次のように放送されます。
上りチャイム音
　「これは、Jアラートのテストです」× 3
　「こちらは、防災真岡」
下りチャイム音

【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 

× 3


