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みんなのひろば ●自動車税の納税は忘れていませんか？
　自動車税の納期限は（5月 31日）が過ぎましたが、
納税はお済みでしょうか？お済みでない方は、すみや
かに納税されますようお願いします。7月の督促状発
送後、納付されないままですと滞納処分（財産差押・
捜索・タイヤロック）の対象となります。なお、自動
車税について不明な点がありましたら、真岡県税事務
所の収税課（☎ 82-2135）まで問い合わせください。

●キラリ花倶楽部
【とき】6月 30 日（土）10:00 ～ 15:00【ところ】市
民活動推進センターコラボーレもおかミーティング
ルーム【内容】ソーイング（ポケットティッシュ入れ）
350 円、ポールウォーキング 300 円（お弁当持参）、
押し花体験 350 円【申し込み・問い合わせ】新宮☎
090-5211-5464

●第 36回サン写真展　
【期間】6/15（金）～ 17日（日）9:00 ～ 17:00（17
日は 16:00 まで）【ところ】久保講堂【主催】サン（真
岡市写真愛好会、全日本写真連盟）【後援】真岡市教
育委員会、朝日新聞宇都宮総局【問い合わせ】事務局
（矢橋）☎ 82-3817

第 55回こらぼ茶話第 55回こらぼ茶話
手ぬぐいで作るかぶりもの手ぬぐいで作るかぶりもの
　手ぬぐいでお洒落なかぶりものを作ります。
【とき】7月 5日（木）午前 10時～正午
【ところ】二宮コミュニティセンター 203 会議室
【対象】市内在住、通勤・通学されている方　先着16人
【持ち物】手ぬぐい（あれば両面柄）、裁縫セット
【講師】NPO法人ま・わ・た 森 セイ子 氏【参加料】200円
【申し込み】下記の窓口、電話、FAXにて申し込み
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558（月曜・祝日休）

鬼怒水辺ふれあい観察会鬼怒水辺ふれあい観察会
「カイツブリの親子を見よう」「カイツブリの親子を見よう」
　鬼怒水辺観察緑地では水鳥の　鬼怒水辺観察緑地では水鳥の
カイツブリが暮らしています。カイツブリが暮らしています。
双眼鏡で親子の様子や潜って食
べ物をとる姿を観察しましょう。べ物をとる姿を観察しましょう。
【とき】6月 24日（日）　【とき】6月 24日（日）　
　午前 10時～正午  ※小雨決行　午前 10時～正午  ※小雨決行
【ところ】鬼怒水辺観察センター【ところ】鬼怒水辺観察センター
【対象】どなたでも参加できます　先着 20人【対象】どなたでも参加できます　先着 20人
   ※小学校 4年生以下は保護者同伴   ※小学校 4年生以下は保護者同伴
【参加料】無料【参加料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物
　※双眼鏡は貸し出します。　※双眼鏡は貸し出します。
【申し込み】6月 10日（日）午前 8時 30分から電【申し込み】6月 10日（日）午前 8時 30分から電
　話受付　話受付
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター
　☎83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休み）

宿泊利用料金の一部を助成宿泊利用料金の一部を助成
　市では、「真岡市中小企業勤労者元気アップ支援
事業」を実施していますので、ご利用ください。
【対象者】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3,000円分の助成券を発行します。
　助成券の交付は、1人につき年度 1回です。
【手続き】下記の協定施設への予約後、商工観光課
へ助成券の申請をしてください。
　（申請書は商工観光課に用意してあります。市の
ホームページからも印刷できます）
　助成券を交付しますので、チェックインの際に受
付に提出してください。
　※予約時に当制度を利用する旨を伝えてください。
【協定施設一覧】

場　所 施設名 電話番号
栃木県真岡市 “いちご”チャットパレス ☎ 0285-80-3311
栃木県益子町 益子館 ☎ 0285-72-7777

栃木県日光市

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

栃木県日光市
（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 ☎ 0288-77-1101
あさやホテル ☎ 0288-77-1111

栃木県那須町

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

栃木県那須塩原市
ホテルニュー塩原 ☎ 0287-32-2611
芙蓉荘 ☎ 0287-32-4411

茨城県大洗町
大洗パークホテル ☎ 029-267-2171
大洗ホテル ☎ 029-267-2151

茨城県高萩市 セントラルホテル高萩 ☎0293-24-3366
茨城県北茨城市 セントラルホテル磯原 ☎ 0293-42-8111
福島県福島市飯坂町 旅館湯乃家 ☎ 024-542-3333
福島県郡山市熱海町 ホテル華の湯 ☎ 024-984-3333
福島県会津若松市 丸峰観光ホテル　 ☎ 0242-92-2121
群馬県渋川市伊香保町 ホテル木暮 ☎ 0279-72-2701
群馬県草津町 ホテル櫻井 ☎ 0279-88-3211
群馬県安中市 磯部ガーデン ☎ 027-385-0085
千葉県鴨川市 鴨川館 ☎ 04-7093-4111

新潟県新発田市
白玉の湯　泉慶 ☎ 0254-32-1111
白玉の湯　華鳳 ☎ 0254-32-1515

宮城県大崎市 鳴子観光ホテル ☎ 0299-83-2333
宮城県本吉郡南三陸町 南三陸ホテル観洋 ☎ 0226-46-2442
長野県山ノ内町 志賀高原の家グリーン ☎ 0269-34-2552
神奈川県箱根町 箱根湯本温泉 天成園 ☎ 0460-83-8500
東京都浅草 浅草ビューホテル ☎ 03-5828-4426
静岡県熱海市 熱海　玉の湯ホテル ☎ 0557-81-3561
静岡県浜松市 舘山寺サゴーロイヤルホテル ☎ 053-487-2531
山梨県富士吉田市 ホテル鐘山苑 ☎ 0555-22-3168
石川県加賀市 瑠璃光 ☎ 0761-77-2323
長野県諏訪市 鷺の湯 ☎ 0266-52-0480

【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係
　☎ 83-8134 FAX 83-0199

科学教育センターの案内科学教育センターの案内
県民の日協賛事業県民の日協賛事業

★★プラネタリウム無料公開プラネタリウム無料公開★★
【とき】6月 16日、23日（各土曜日）
　①午前 11時から②午後 1時 30分から
　※途中入場不可（投影時間約 50分）
【内容】当日の星座解説、番組「迷宮のプラネタリウム」
【定員】先着 120人
【観覧料】無料（開始 30分前から観覧券を配布）

★天体観望会★★天体観望会★
　天体望遠鏡を使って、月や木星を観察します。
【とき】6月22日（金） 午後7時 30分～8時 30分
【対象】先着 30人（小学生以下は保護者同伴） 
【参加料】無料
【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】6月 18日（月）～ 20日（水）までに、
　下記にて電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
　※電話での申し込みが必要です。

【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

」

●「英会話サークル」会員募集
　外国人講師と基礎英会話を楽しく学びます。ぜひ見
学に来てください。年 2回のパーティーもあります。
【とき】毎週木曜日、19：00～ 21：00（月 4回）【と
ころ】市公民館 第 2会議室【講師】クレッグ・フォー
クナー先生【会費】月会費 3,000 円（入会金無し）【問
い合わせ】石田☎ 080-5046-7823

平成 31年度平成 31 年度  自衛官自衛官をを募集募集
　平成31年3・4月に入隊する各自衛官を募集します。
◆職種および受験資格
職種 ①応募資格  ②受付期間  ③試験日

航空学生
パイロット
コース

①【海】18歳以上 23歳未満の男女
　　高卒者（見込含）または、
　　高専 3年次修了者（見込含）
　【空】18歳以上 21歳未満の男女
　　高卒者（見込含）または、
　　高専 3年次修了者（見込含）
② 7月 1日（日）～ 9月 7日（金）
③ 1次試験：9月 17日（月）

一般曹
候補生

① 18歳以上 27歳未満の男女
② 7月 1日（日）～ 9月 7日（金）
③一次試験：9月 22日（土）、23日（日）
　のいずれか 1日　

自衛官
候補生

① 18歳以上 27歳未満の男女
② 7月 1日（日）～ 9月 7日（金）
③9月～10月（受付時にお知らせします。）

※各種応募年齢は、平成 31年 4月 1日現在です。
※真岡市では、地方自治法第 2条第 9 号の法定受
託事務として、募集時期に応じて自衛官募集情報
などをお知らせしています。

【問い合わせ】
　真岡募集案内所　☎ 83-7818（ FAX 兼）

●学校支援ボランティア養成講座を開講
　毎週の参加が難しい方でも大歓迎です。ボラン
ティアに興味のある方はぜひご参加ください。
【とき】8/4（土）、25（土）、9/29（土）、10/24（水）、
11/3（土）、12/1（土）（全 5 回）9：00 ～ 12：
00（10/24 は 8：30 ～ 12：00、11/3 は 8：30
～ 15：00）【対象】本校の教育や障がい児（者）
のボランティア活動に興味関心のある高校生以上
の方【内容】講話、実習【申し込み】7 月 20 日（金）
まで。それ以降に申し込みをされた方は 2 回目以
降から参加。【問い合わせ】益子特別支援学校（小島、
渡辺）☎ 72-4915 FAX72-7895

●平成 30 年度労働保険年度更新の申告・納付　
期間は 7 月 10 日まで
　概算・確定保険料の申告・納付は栃木労働局労働保険
徴収室・労働基準監督署、最寄りの日本銀行歳入代理店、
郵便局等で取り扱っています。手続きの際は、申告書と
納付書を切り離さずに保険料を添えて窓口に提出してく
ださい。なお、申告書作成の結果納付すべき保険料が発
生しない場合、口座振替を利用されている場合は、金融
機関で申告書のお取扱いができませんので、栃木労働局
または労働基準監督署へ直接提出してください。詳しく
は、労働局労働保険徴収室（☎ 028-634-9113）、労働
基準監督署または公共職業安定所へお尋ねください。

●福祉・保育のお仕事就職フェア 2018・夏
【とき】（福祉）7月 28 日（土）10：30 ～ 16：00
（保育）7月 29日（日）10：30～ 15：00【ところ】
とちぎ福祉プラザ 1階多目的ホール 3階福祉研修室
【対象】福祉・保育職を希望する方、興味・関心のあ
る方【内容】①福祉のお仕事就職支援セミナー（28
日のみ）、②合同相談会（求人事務所との個別相談）、
③センター相談コーナー（センターの利用方法、保
育の仕事や資格に関する相談）【定員】①先着 80人、
②定員なし【参加費】無料【申し込み】①下記へ電話
またはFAXで申し込み、②申し込み不要【問い合わせ】
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会 福祉人材・研修
センター☎ 028-643-5622、とちぎ保育士・保育所
支援センター☎028-307-4194 FAX028-623-4963

●ミズノテニススクール真岡 無料体験スクール実施
　6月末より真岡市総合運動公園人工芝テニスコートにて
硬式テニススクールを開校し、無料体験教室を開催します。
《一般クラス：18歳以上》【定員】各クラス 10人
【日程】各日とも 90分間
・6/21（木）、6/22（金）9：30/11：15
・6/23（土）10：45/19：15
・6/24（日）10：45
《ジュニアクラス》【定員】各クラス 10人
【日程】各日とも 90分間
・小学 1・2年生 6/23（土）9：00
・小学 3～ 6年生 6/21（木）17：30、
　6/23（土）13：00、6/24（日）9：00/13：00
・中学生・高校生 6/21（木）19：15、6/24（日）17：30
【会場】真岡市総合運動公園テニスコート【問い合わせ】
真岡市総合運動公園クラブハウス事務所（石田）☎82-
7771
●ピンクリボンセミナー
『乳がんについてもっと知ってみよう！』
【とき】8/19（日）10：30～（受付 10：00～）
【ところ】真岡市総合福祉保健センターボランティア室
【定員】先着 30人　【講師】伊藤 淳（乳腺専門医）
【申し込み】必要事項（氏名、住所、電話番号）、「開催
地真岡市」を記載し、FAX・メール・ホームページ・
facebookのいずれかにて受付【申し込み・問い合わせ】
NPO法人ピンクリボンうつのみや事務局 FAX028-657-
0809 メール info@pinkribbonn-no-wa.jp（電話受付なし）

≪6月≫≪6月≫  ～～献血にご協力を～献血にご協力を～
と　き と　こ　ろ

22日（金）

 9:00 ～ 9:50 真岡税務署
10:30～11:30 JAはが野　真岡支店
13:20～14:45 SABIC ジャパン合同会社
15:45～16:30 足利銀行　真岡支店

【問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

認知症予防ボランティア認知症予防ボランティア
（オレンジサポーター）（オレンジサポーター）養成講座養成講座
　認知症予防に関する知識や簡単で楽しくできる運
動などを学びます。講座終了後はオレンジサポー
ターとして活動してみませんか。

と　き と　こ　ろ

7
月
4日（水）
11日（水）
18日（水）

9：30～11：30

市公民館第 3・4会議室

8
月

1日（水） 青年女性会館
8日（水） 市公民館第 3・4会議室
22日（水） 市公民館第 7会議室
29日（水） 市公民館第 3・4会議室

９
月
11日（火）13：30～15：30 山前改善センター
25日（火）9：30～11：30 二宮コミュニティセンター

【対象】地域でのボランティア活動や認知症予防に興味
のある方（なるべく全日程参加できる方）先着20人

【内容】認知症予防の講話・脳トレ・コミュニケーショ
　ンゲーム等
【講師】日本健康財団 健康運動指導士 岩垂氏・高橋氏
【申し込み・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


