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●大相撲が 2年ぶりにやってくる！
　《春巡業　大相撲筑西場所》
　横綱・大関をはじめ、人気力士ら総勢 270 人が
筑西に集結します。本番さながらの取組はもちろん
のこと、巡業ならではの朝稽古や初っ切りなど、お
見逃しなく。【とき】4月 19 日（日）開場：午前
9時、打ち出し（終了）：午後 3時【ところ】茨城
県下館総合体育館（茨城県筑西市上平塚 627）【チ
ケット】現在発売中【チケット販売所】TSUTAYA
真岡店☎ 84-1088、チケットぴあ☎ 0570-02-
9999（Pコード :844-959）、ローソンチケット☎
0570-000-732（L コード :33671）、イープラス
https://eplus.jp/【主催・問い合わせ】大相撲筑西
場所実行委員会☎ 0800-800-1000（月曜～金曜日
10:00 ～ 17:00）

●借金でお悩みの方
　返済困難・家族の借金など、専門の相談員が丁寧
にお話を伺います。※必要に応じ、法律専門家を紹
介します。【相談時間】月曜～金曜日（祝日除く）8:30
～ 17:00【相談方法】電話または面談（秘密厳守）
相談料は無料です【相談窓口・問い合わせ】財務省
関東財務局宇都宮財務事務所☎ 028-633-6294

自然教育センター自然教育センター
ボランティア指導員をボランティア指導員を
やってみませんかやってみませんか

活動指導ボランティア研修会「陶芸」活動指導ボランティア研修会「陶芸」
　入所した児童生徒の活動を支援す
るボランティア指導員を募集してい
ます。指導員養成のため研修会を開
催しますので、指導をしてみたい方、
興味のある方は、ぜひ参加ください。
【とき】3月 17日（火）午前 9時～ 11時 30分
【ところ】真岡市自然教育センター　
【内容】粘土を成形してうつわを作ります
【対象】小・中学生への陶芸の指導者として平日
の昼間に活動できる成人の方、各自で当セン
ターまでの往復ができる方　10人程度

【参加料】無料
【持ち物等】活動しやすい服装、タオル
【申し込み】3月 10 日（火）までに、下記窓口
または電話にて受付（平日 9:00 ～ 17:00）

【問い合わせ】自然教育センター
　☎ 83-1277 FAX83-1278

第 44 回第 44 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。この収益金は、市の教
育と福祉に役立てられます。
【とき】3月7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 大ホール
【チャリティー入場料】300円（全席自由）
★文化課にて発売中

【主催】真岡市文化協会
　芸能民舞吟部会・音楽部会・舞台部会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《3月》サロン《3月》
子育て支援センター・地域サロン開設日子育て支援センター・地域サロン開設日
と　こ　ろ 開設日・時間

第一子育て
支援センター

月～日（祝日除く）
午前 9時～午後 5時

第二子育て
支援センター

月～金（祝日除く）
午前 9時～午後 5時

二宮地域サロン
（二宮コミュニティセンター）

4・11・18・25日（水）
午前 9時～正午

にのみや保育園子育て
支援センター

月～金（3・17・19・31日午後、 
 2・5・11日、祝日除く）
午前9時～正午、午後1時～3時

第一子育て支援センターの行事予定第一子育て支援センターの行事予定
25日（水）午前10時45分～ こっこ　お誕生会

【問い合わせ】第一子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
第二子育て支援センターの行事予定第二子育て支援センターの行事予定

4日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会
10日（火）午前 10時～ 子育て健康相談

【問い合わせ】第二子育て支援センター☎84-4100（FAX兼）
にのみや保育園子育て支援センターの行事予定にのみや保育園子育て支援センターの行事予定
3 日（火）午前 10時～ ひな祭り集会
6・13・
27日（金）午前 11時～ 体育あそび

18日（水）午前 11時～ リズム遊び

26日（木）午前10時30分～ ベビーマッサージをしよう

31日（火）午前 11時～ 栄養士の先生と
ホットなひととき

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎73-2200

令和 2 年度令和 2 年度
真岡市芸術鑑賞会真岡市芸術鑑賞会会員募集会員募集
　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 ◆◆ 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 ◆◆ 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 ◆◆ 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
【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

真岡井頭温泉 いちごの湯真岡井頭温泉 いちごの湯
営業時間変更営業時間変更ののお知らせお知らせ
　3 月 1 日（日）より、次のと
おり営業終了時間が変更となり
ます。利用の際は、ご注意くだ
さい。

【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

たい肥・チップたい肥・チップをを
無料配布無料配布していますしています

　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ています。
【とき】月曜～金曜日（年末年始除く）
　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】備付けの受付簿に必要事項を記入後、
袋または、軽トラック等にご自身で積み込み
をしてください。
※ 3/15（日）、4/19（日）は、ホイールローダー
を用いて軽トラック等に積み込みを行います。
（ホイールローダーによる積み込み配布のみ）
【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。

●河川愛護モニターの募集
　国土交通省は、河川をやさしく見守る河川愛護モ
ニターを募集します。【活動期間】7月 1日～令和
4年 6 月 30 日（2 年間）【活動範囲】国土交通省
下館河川事務所が管轄する鬼怒川または小貝川で日
常生活のなかで無理なく活動できる範囲とします。
【応募資格】活動範囲の河川から 5km以内に居住す
る活動可能な満 20歳以上の方【手当】実費程度（通
信・連絡費程度）【募集人員】10人【応募方法】下
館河川事務所のホームページおよび市役所案内に備
え付けの「河川愛護モニター募集要綱」をお読みの
うえ、「応募用紙」に必要事項を記入し郵送ください。
【応募締切】5月 7日（木）まで（必着）【問い合わせ・
応募先】国土交通省下館河川事務所 占用調整課 河
川愛護モニター担当係〒 308-0841 茨城県筑西市
二木成 1753 番地 ☎ 0296-25-2151 FAX0296-
25-2170

 真岡市芸術鑑賞会映画会 真岡市芸術鑑賞会映画会
記憶にございません！記憶にございません！

【とき】2月 29日（土）① 14:00 ～② 18:30 ～
【上映時間】約 2時間 20分
【ところ】市民“いちご”ホール
　大ホール
【入場料】当日購入可全席自由
　大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円 
　2019 年度真岡市芸術鑑賞会
　会員 無料
【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
3月の集団検診実施のお知らせ3月の集団検診実施のお知らせ
　令和元年度、女性がん検診（子宮・乳がん）
をまだ受けていない 40歳以上の市民の方のため
に、集団検診を追加で実施します。検診は、集
団か施設のどちらか年度内 1回です。
ときとき 受付時間受付時間 ところところ

6 日（金）13:00～14:00 総合福祉保健センター

検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診
　（頸がん） 40歳以上 400円

②乳がん検診
（超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ）40 歳以上 400円

骨密度検診 同日に①・②を受診する方 100 円
【申し込み】検診希望の方は、下記にて事前に受付
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

ル
）

　「せん定枝・落ち葉・
草」で収集したもの
に、多くの異物が混
入しています。
　収集したものはた
い肥（資源）になり
ます。分別のご協力
をお願いします。

【問い合わせ】環境課清掃施設係
　☎ 83-8692 FAX 83-5896

異物混入禁止異物混入禁止

空き缶など空き缶など

せん定枝・落ち葉・草のせん定枝・落ち葉・草の

【問い合わせ】環境課清掃施設係
　☎ 83-8692 FAX 83-5896
　真岡市リサイクルセンター ☎ 81-5045

大浴場 バーデプール
月曜～木曜日 21:00 22:30 ⇒ 21:00
金曜日 21:30 ⇒ 21:00 22:30 ⇒ 21:00
土曜日 21:30 ⇒ 21:00 21:30 ⇒ 21:00

日曜日・祝日 21:00 21:00


