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親子で作る
アロマキャンドル

　右の写真①・②が作れます。
1組で 2個まで作ることがで
きます。
【とき】8月 28日（土）
　午前 10時 30分～正午
【ところ】市公民館大内分館
【対象】市内在住の親子  先着 15組（30人）
【持ち物】軍手、マスク、割りばし 1膳、ハサミ、
ピンセット

【受講料】材料代として 1個につき 1,000 円
【申し込み】8月 14 日（土）から、下記にて電
話で受付（8:30 ～ 17:15）

【その他】溶かしたロウソクを使用しますので、
やけどに注意してください。
問 市公民館大内分館 ℡82-2704（日曜・月曜・祝日休）

8月15日（日）は戦没者を8月15日（日）は戦没者を
追悼し平和を祈念する日です追悼し平和を祈念する日です
先の大戦で犠牲となったすべての方々を追悼
し、平和を祈念するため、正午に 1分間の黙と
うを捧げましょう。正午にサイレンを鳴らしま
す。（メロディは鳴りません）
問 社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943

市民市民
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はじめての鉛筆画
～鉛筆画の基本を学ぼう～

【とき】9/10、9/17、9/24、10/1、10/8
（毎週金曜日、全5回）午後1時30分～3時30分
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住・在勤の方  先着 20人
【持ち物】鉛筆（Bと２B）、飲み物
【受講料】無料
【申し込み】8月 18 日（水）～ 9月 1 日（水）
までに、下記窓口または電話で受付（8:30 ～
17:15）
問 市公民館二宮分館 ℡ 74-0107（日・祝日休）

真岡市男女共同参画社会づくり推進事業真岡市男女共同参画社会づくり推進事業
カジダン・イクメンエピソードカジダン・イクメンエピソード募集募集
年齢や性別に関わらず、だれもが家庭、地域、

職場においていきいきと活躍する男女共同参画
社会を目指して、男性の家事参画に関する「カ
ジダン・イクメンエピソード」を募集します。
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①家事を積極的に行う男性「カジダン」、育児
を率先して行う男性「イクメン・イクジイ」
等、家事や育児、介護等を積極的に行う男
性のエピソードや思い。
②新型コロナウイルス感染症対策に伴う在宅
勤務や外出自粛等により、家事や育児をす
る機会が増えた男性の仕事と家事の両立の
エピソードや感じたこと。
①②など、男性の家庭参画に関するもの。

【対象】市内在住および市内勤務の方
【応募方法】文字数は原稿用紙 2～ 3枚程度。余
白に住所、氏名、電話番号を記入し、9月 30
日（木）までに、メール、郵送、持参で提出。
※優秀作品は、後日、表彰式を行います。
※応募作品は男女共同参画情報誌への掲載等、
男女共同参画に関する啓発事業に使用します。
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　 市民協働推進室 ℡ 83-8141 FAX83-5896
　 メール：shiminkyoudou@city.moka.lg.jp

【とき】8月 15日（日）
　第 1部：午前 10時～午後 1時
　第 2部：午後 2時～午後 4時
　第 3部：午後 5時～午後 8時
【ところ】行屋川水辺公園周辺（交通規制あり）
【入場制限】灯ろうを事前購入し、持参した方を
含め 3人まで入場可能です。
※灯ろうの当日販売はありません。
※台風等の荒天時および新型コロナウイルス感染拡
大の状況によっては中止となる場合があります。

第 26回真岡の灯ろう流し第 26回真岡の灯ろう流し

問 真岡商工会議所青年部 ℡ 82-3305

特定計量器定期検査特定計量器定期検査のの実施実施
事業所などの取引・証明に使用しているはかりは、

定期検査（2年に1度）を受けなければ、使用で
きなくなりますので、下記日程で受検してください。
と きと き 対 象 地 区対 象 地 区 検 査 会 場検 査 会 場

9/2（木）真岡地区（荒町・田町・台町・並木町以外）

総合福祉
保健センター

9/3（金）真岡地区（荒町・田町・台町・並木町）
9/6（月）山前・大内・中村地区

9/7（火）
一部の保育施設・教育機関・
公的機関および上記で受け
られなかった方

9/8（水）二宮地区 久下田駅前
どんとこい広場

※実施期間中は、対象地区以外でも受検できます。
【検査時間】午前 10時～正午、午後 1時～３時
【持ち物】はかり、「特定計量器定期検査について」
　の用紙・申請書、手数料
※以前、定期検査を実施した事業所には、用紙と
申請書を送付します。それ以外の事業
所は、商工観光課へ連絡の上、市HP
より申請書を取得し、必要事項を記入
して当日お持ちください。
問 商工観光課商工業係 ℡ 83-8134
　 栃木県計量検定所 ℡ 028-667-9425

市 HP

熱中症対策をしましょう！熱中症対策をしましょう！
①暑さを避けましょう
②人と十分な距離（2m）をとり、
　適宜マスクを外しましょう
③こまめに水分を取りましょう

り、

就労者定住促進就労者定住促進
奨学金返還支援事業奨学金返還支援事業

　奨学金を受けた方が大学等を卒業後、市内に
在住し就職した場合、返済された奨学金の全部
または一部を補助します。
【対象となる補助金】
♦日本学生支援機構の第一種奨学金（無利子）
♦地方自治体が貸与する無利子の奨学金
♦公益財団法人栃木県育英会が貸与する無利子
の奨学金
♦その他 市長が認める公的機関の無利子の奨学
金

【補助額】
　前年度に返還した金額（限度額あり）
※要件等詳細については、市HPで
　確認ください。
問学校教育課総務係 ℡ 83-8180

市 HP
問 社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943

静岡県熱海市等を中心とした大雨災害に伴い、
市では被災された方を支援するため、下記の場
所に募金箱を設置しています。
　お預かりした義援金は、日本赤十字社または
共同募金会を通じて、被災された自治体へ送ら
れ、被災地の支援活動に役立てられます。
　皆さまのご支援をよろしくお願いします。　
【募金箱設置場所】
　市役所 1階（社会福祉課・市民課）、
　二宮支所、市公民館、総合福祉保健センター
【受付期間】10月 31日（日）まで

令和3年7月大雨災害令和3年7月大雨災害
義援金義援金をを受受けけ付付けていますけています

合葬墓地に関する市民アンケート合葬墓地に関する市民アンケート
　墓地の多様化に応じた墓地行政を推進するた
め市民アンケートを実施しています。市内在住
の世帯主 1,000 人を無作為に選び調査票を送付
しました。届いた方は、8月 20日（金）までに
返送ください。ご協力をお願いします。
問 環境課環境保全係 ℡ 83-8125
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◆ JUMP UP もおか
「美術館展示館の楽しみ方」
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◆コットンタイム
「第 64 回日本舞
踊発表会 午後の
部」
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◆わくわく体操
8 月のテーマ「転倒予防」

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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◆いちごショートケーキ
「こどもドッジボー
ル教室」

【8 月 16日（月）～ 8月 22日（日）放送内容予定】

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

新型コロナ感染急拡大！新型コロナ感染急拡大！
不要不急の外出自粛！不要不急の外出自粛！
◆県をまたぐ移動の自粛

◆4人以下でも普段会わない人との会食は慎重に
特にクラスターが多発している
ホームパーティーやバーベキューは控えてください

◆ 5人以上の会食自粛

◆感染対策が徹底されている飲食店の利用

真岡市公式アプリで真岡市公式アプリで
防災行政無線を確認！防災行政無線を確認！

　4月 1日から真岡市公式アプリを配信してい
ます 。防災行政無線で、避難情報や気象情報な
どの緊急情報が放送されると、スマートフォン
にお知らせして、内容を文字で確認できます。
アプリをダウンロードして、台風の季節に備え
ましょう。

問 情報政策課情報管理係 ℡ 83-8496
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