
新型コロナウイルスの感染状況により、イベント等が中止・変更となる場合があります。参加の際は、検温・手指消毒・マスクの着用等感染症対策をお願いします。
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。https://www.city.moka.lg.jp/

第 3 回歴史教室第 3 回歴史教室
真岡市と宇都宮空襲真岡市と宇都宮空襲

※中止・延期等、変更になる場合があ
ります。参加の際は、市HPで最新情
報を確認ください。

【とき】7月17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】宇都宮市教育委員会職員 大塚 雅之 氏
【参加費】無料

みんなのひろば

●令和 2年中に家屋を新築等された方へ
　令和2年中に新築、増築および改築により家屋を
取得された方には、7月に不動産取得税が課税され
ます。納税通知書が届いた方は、7月 30日（金）ま
でに県税事務所、金融機関、郵便局、または指定さ
れたコンビニエンスストア等で納付してください。
なお、公共事業のために収用を受けた家屋または、
被災した家屋の所有者等が代替家屋を取得した場合
は軽減措置が受けられる場合があります。【問い合わ
せ】真岡県税事務所不動産取得税担当℡82-2136

●預けて安心「自筆証書遺言書保管制度」
　あなたの大切な遺言書を法務局が守ります。＜保
管のメリット＞①相続人等に遺言書が発見されな
かったり、紛失・亡失のおそれがありません。②利
害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防げ
ます。③相続開始後、家庭裁判所の検認が不要です。
詳細は、法務省のHPをご覧ください。保管制度の
ほかに「法定相続情報証明制度」も相続手
続において利便性が高い制度ですのでご検
討ください。【問い合わせ】宇都宮地方法
務局真岡支局 ℡ 82-2279 法務省HP

男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業
家族のためにはじめよう
「おとう飯」料理教室「おとう飯」料理教室

　ZOOMアプリを利用したオンライン料理教室
です。「ふわっとろっオムライス」を作ります。
初心者の方や家族での参加、大歓迎！
【とき】7月 31日（土）午前 10 時～正午
【対象】市内在住・在勤の男性 5人（定員超抽選）
【申し込み】7月 16日（金）までに、
　専用フォームで受付  【参加費】無料
※参加者の方には記念品があります。
問 市民協働推進室 ℡ 83-8141

家家

専用フォーム

オンライン赤ちゃん教室オンライン赤ちゃん教室
　ZOOMアプリを利用したオンラインの教室です。
【とき】8月5日（木）午前10時～10時40分
【対象】生後6カ月までの乳児と保護者 先着15組
※対象月齢であれば何度でも参加可能です。
【内容】ベビーマッサージ、赤ちゃんとママの健康講話
【申し込み】7 月 9 日（金）から、市
HPのすこやか赤ちゃん教室申し込み
フォームにて受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121 市HP

●放送大学入学生募集
　放送大学では、2021 年 10 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 8/31
（火）まで、第 2回 9/14（火）まで【問い合わせ】
放送大学栃木学習センター℡ 028-632-0572

久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
夏休みワークショップ夏休みワークショップ

マーブリングであそぼうマーブリングであそぼう
【とき】8月 8日（日）① 10:00 ～ ② 14:00 ～
【ところ】久保記念観光文化交流館
　観光まちづくりセンター 2階
【対象】市内在住の 5歳～中学生（お子さま 1人
につき保護者１人参加可）　先着各回 8人

【持ち物等】汚れてもよい服装【参加費】100円
【申し込み】7月 21日（水）までに、電話または
FAX、Eメールで受付

※ FAX、Eメールの場合は、下記
をご記入ください。後日、受信確
認の連絡をします。申し込み後
1週間以内に確認の連絡が無い
場合は、再度申し込みください。
＜件名＞マーブリングであそぼう参加申込
＜本文＞参加者・保護者の名前、住所、電話番号、
　　　　お子さまの年齢、参加時間
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732 ℻  83-4070
　 E メール：bunka@city.moka.lg.jp

市民市民
講座講座 子ども絵画教室
　石こうデッサン、絵の具の作り方を楽しく学
びながら、作品制作を通して絵画に親しみます。
【とき】8/4（水）、8/12（木）、8/18（水）
　（全 3回）午後 1時 30分～ 4時
【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または通学している
　小学3年生～中学生 30人（定員超抽選）
【持ち物】絵の具セット（学校で使用しているも
の）、鉛筆、消しゴム、雑巾、新聞紙、飲み物、
手拭き・汗拭き用タオル

【受講料】無料
【申し込み】7月 13日（火）～24日（土）に下
記窓口・電話（8:30～ 17:15）・FAXにて受付
問 市公民館真岡西分館 ℡84-6781 FAX84-6936
　 （日曜・月曜・祝日休）

（水）

選）

真岡市まちかど美術館常設企画展真岡市まちかど美術館常設企画展 
アーティストと創造の旅アーティストと創造の旅
～憧れの欧米への挑戦～～憧れの欧米への挑戦～

　市所蔵の久保コレクションから、
国際的に活躍したアーティストを
紹介します。
【開催期間】9月 6日（月）まで
　午前 9時～午後 4時　【休館日】火曜日
※駐車場は真岡信用組合荒町支店
　西側駐車場をご利用ください。
問 真岡市まちかど美術館 ℡ 080-8736-3984

入館料入館料
無料無料

市民“いちご”ホール自主事業市民“いちご”ホール自主事業
サンリオファミリーミュージカルサンリオファミリーミュージカル
「ピューロマスケティア」「ピューロマスケティア」
～ 3人のやさしい銃士たち～～ 3人のやさしい銃士たち～

　ハローキティを中心とし
たサンリオキャラクター達
が登場するミュージカルと
レビューショーです。（ア
ンコールは写真撮影 OK）
親子はもちろん、大人も楽
しめます。
【とき】9月 12日（日）
　１回目：午後 1時　２回目：午後 4時　
　（１回目、２回目ともに 30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【入場料】全席指定〔一般〕2,500 円
　〔ペンライト付〕4,000 円
　（真岡市芸術鑑賞会会員、上記より 500円引）
※ 3歳以上有料、2歳以下は保護者 1人につき
1人まで膝上鑑賞可

【チケット発売】7月 10 日（土）午前 10 時か
ら電話予約を受付開始
　下記窓口での販売は午後 2時から
©2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P130622-1
問 市民“いちご”ホール ℡ 83-7731
　 つながりにくい場合は℡ 82-7151

●令和 3年度 就学義務猶予免除者等
　中学校卒業程度認定試験
　病気などやむを得ない事由によって保護者が義務
教育諸学校に就学させる義務を猶予または免除され
た子等に対して、中学校を卒業した者と同等以上の
学力があるかどうかを認定するために国が行う試験
です。【案内配布・願書受付期間】9月 3 日（金）
まで【申し込み】受験案内に添付の封筒で、文部科
学省宛てに書留で郵送してください。【試験日】10
月 21日（木）【試験科目】国語、社会、数学、理科、
英語（外国語）【会場】各都道府県教育委員会の推
薦等により決定【問い合わせ】 栃木県教育委員会事
務局義務教育課℡ 028-623-3391 真岡市教育委員
会℡ 83-8181

体調がすぐれない方や感染が不安な方
は、開催日の翌週土曜日から真岡市公式
YouTube において、講演を視聴できます
ので、ぜひ利用ください。 真岡市公式

YouTube

市ＨＰ

問 文化課文化財係  ℡ 83-7735

にのみや“とちおとめ”ホールにのみや“とちおとめ”ホール
夏休みに夏休みにピアノを弾こう！ピアノを弾こう！
　にのみや“とちおとめ”ホールのグランドピ
アノヤマハCFを 50分間自由に演奏できます。
【とき】8月 4日（水）～ 28日（土）
　毎週、水・木・金・土曜日
　午前 9時～午後 3時 50分
【ところ】真岡市にのみや“とちおとめ”ホール
　（生涯学習館）
【対象】市内在住または勤務の方
　（小学４年生以下は保護者同伴）
【使用料】500円 /1 枠 50分
　（１人 1日 2枠まで予約可）※先着順
【申し込み】7月 13 日（火）から、下記窓口ま
たは電話で受付（8:30 ～ 17:15）
※レッスン、発表会、その他目的外使用や、営
利目的利用は不可
※同一家族等のみホール入場可（利用も可）
問 市公民館二宮分館 ℡ 74-0107（日・祝日休み）

宿泊利用料金宿泊利用料金をを一部助成一部助成
【対象】従業員300人以下の市内中小企業に常時
勤務する方およびその被扶養者（事業主除く）

【助成内容】1人 1泊 3,000円（年度内1回）
【申し込み】協定施設への予約後、市HPまたは
商工観光課にある申請書を同課の窓口へ提出
してください。
※予約時に当制度を利用する旨を伝え
てください。
※感染リスクを避けるため、観光庁の
「新しい旅のエチケット」を参考に
してください。
※協定施設は、県内外にありますので
詳しくは、市HPを確認ください。

協定施設一覧（県内）協定施設一覧（県内）
場　所場　所 施設名施設名 電話番号電話番号
真岡市 いちごチャットパレス 80-3311

益子町 益子館里山リゾートホテル 72-7777

那須塩原市 ホテルニュー塩原 0570-02-1126

那須町

ホテルビューパレス 0287-76-1111

松川屋那須高原ホテル 0287-76-3131

TOWAピュアコテージ 0287-78-1164

ホテルサンバレー那須 0287-76-3800

日光市

日光ぐりーんほてる 0288-54-2002

奥の院ほてるとく川 0288-53-3200

ホテルナチュラルガーデン日光 0288-50-3070

日光市
（鬼怒川温泉）

きぬ川ホテル三日月 0288-77-2611

鬼怒川観光ホテル 0570-03-1126

あさやホテル 0288-77-1111

問 商工観光課勤労者係 ℡ 83-8134

新しい旅の
エチケット
（観光庁）

市HP


