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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・チョウ等の写真展野鳥・チョウ等の写真展
　身近な野鳥等の生態写真を展示します。
【とき】3月 17日（土）、18日（日）、21日（水・祝）、
24日（土）　午前 9時～午後 3時

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

第 2 回第 2 回  リサイクルフェアリサイクルフェア
　除籍扱いになった書籍や絵本、雑誌、各ご家庭か
ら頂いた本を無償で提供します。
【とき】3月 21日（水・祝）午前 10時～午後 3時
午前 9時 30分より整理券配布

【ところ】市立図書館　２階学習室
【持ち物】マイバッグ
　※イベントの詳細は、下記までお尋ねください。
【問い合わせ】図書館  ☎ 84-6151 FAX83-6199 

みんなのひろば ●ボーイスカウト募集　真岡第 1 団
　大切な子どもの「今」と「未来」をボーイスカウト
で一緒に創っていきませんか。よりよき社会人を育て
るそれがボーイスカウト活動です。自然に親しみ、社
会を学び、自分の人生を自分で生きる知識とスキルを
身に付ける事ができます。◆ビーバースカウト：就学
前 1月から～小学校 2年までの男女◆カブスカウト：
小学校 3年生～ 5年生の男女【問い合わせ】ボーイス
カウト真岡第 1団入団担当（久保）☎ 84-5729

「まちなか保健室」田町館で「まちなか保健室」田町館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】3月25日（日）午前 10時～正午
【内容】生活習慣病予防のための日々の食事
【講師】栄養士
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 15人　
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-8096-9918（受付：午前 9時～午後 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

平成30年度平成30年度
親と子・3歳児よ親と子・3歳児よい歯のコンクールい歯のコンクール

参加者募集参加者募集
【応募条件】
　①親と子のよい歯のコンクール
　　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
　　の間に3歳児健診を受け、虫歯がなく健康な「幼
　　児と父親」または「幼児と母親」
　② 3歳児よい歯のコンクール
　　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
　　の間に3歳児健診を受け、虫歯がなく健康な幼児
　※①と②両方への応募はできません。
【募集期間】3月 16日（金）～ 4月 27日（金）
【応募方法】健康増進課備え付けの申込用紙に必要
　事項を記入し、窓口へ申し込みください。
【審査基準】申込書や3歳児健診の結果等を考慮します。
　※優秀な結果の方は、県東健康福祉センターで第
　　2次審査が行われる予定です。
【主催】栃木県、各市町、栃木県歯科医師会、各郡
　市歯科医師会　
【問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX 83-8619

  4月の4月の　　
子育て支援センター＆サロン
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（祝日は除く）午前 9時～午後 5時

第二子育て支援センター 月～金（土・日・祝日は除く）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日、11日、18日、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（2･18･19･27日の終日、
　　　25･26日の午後、土、日、
　　　祝日は除く）
午前9時～正午、午後1時～3時

子育て支援センター＆サロンからのお知らせ子育て支援センター＆サロンからのお知らせ
　　大内、山前、中村地域サロンは 3月で終了
します。4月からは、二宮地域サロンを毎週水
曜日に開設します。

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
4 日（水） 午前10時45分～ ぴよぴよ お誕生会

【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
　6日（金）
11日（水）
13日（金）
25日（水）

午前 11時～ 体育遊び

26日（木）午前 10時～ こどもの日集会

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200

＆サロン＆サロン

4 月4 月のの情報センター講座情報センター講座
①Word2013 基礎講座
【とき】14日（土）午前 10時～午後 5時 30分
【対象】マウスの操作、文字入力ができる方
【内容】文字入力、文章作成、表作成、文字の装飾、
　立体文字や図の描画など
②初めてのパソコン講座
【とき】21日（土）午後 2時～ 5時
【対象】パソコンを使用したことがない方
【内容】パソコンの起動、終了方法、
　初歩的なマウスの操作、キーボード操作など
　※Windows8 使用予定
＜①、②共通事項＞
【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【定員】各回先着 10人 　【受講料】無料
【申し込み】3/23（金）10:00 から電話受付

【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎ 83-8881 FAX83-8882（火曜日休）

●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って下さる河川
愛護モニターを募集します。【活動期間】7月 1 日～
平成 32 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】活動範囲から 2km 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町村役場窓口に備え付
けの「河川愛護モニター募集要項」をお読みのうえ、
「応募用紙」に必要事項を記入し、郵送してください。
【応募締切】5 月 7 日（月）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

●中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・  
　救済について
　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として
石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると
認められた場合は、労災保険法に基づく各種の労災
保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給
されます。石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常
に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。中
皮腫などでお亡くなりになられた方が、過去に石綿業
務に従事されていた場合には、労災保険給付の支給対
象となる可能性がありますので、下記へご相談くださ
い。制度のご案内は厚生労働省 HP でもご覧になれま
す。【問い合わせ】栃木労働局労働基準部労災補償課
☎ 028-634-9118

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
「「ヘンリー・ミラー展ヘンリー・ミラー展」」
　市所蔵の久保コレクションより、ヘン
リー・ミラーの絵画作品や、TBSテレ
ビ「爆報！THEフライデー」で紹介
されたラブレターを展示しております。
是非ご覧ください。
【期間】3月 26日（月）まで
　午前 9時～午後 6時 （最終入館午後 5時 30分）
【入館料】無料
【休館日】毎週火曜日
【ところ】まちかど美術館（田町 2203 番地 1）
※駐車場は福原書店向かい側の中央商店街（まちな
　か保健室田町館）駐車場をご利用ください。 
【問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070

　 4月 4月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】11日（水）、21日（土）
　午前 10時～ 11時
【ところ】青年女性会館（研修室・女性室）
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（全身、Lサイズ縦 13cm×横 9cm
　以内）、印鑑、身分を証明するもの　
【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎ 83-1234

●平成29年度動物愛護ふれあい写真コンクール作品展
【期間】3 月 17 日（土）～ 23 日（金）平日 8:30 ～
21:00、土 ･日 ･祝日9:00～ 21:00、最終日15:00まで
【ところ】栃木県庁15階展望ロビー 企画展示ギャラリー
【問い合わせ】栃木県動物愛護指導センター☎028-684-5458

 真岡市芸術鑑賞会映画会 真岡市芸術鑑賞会映画会
「DESTINY 鎌倉ものがたり」「DESTINY 鎌倉ものがたり」
【とき】3月 17日（土）
　①午後 2時から　 ②午後 6時 30分から
【ところ】市民“いちご”ホール
　（市民会館） 大ホール
【上映時間】約 2時間 30分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円
　※当日購入可※全席自由
　※平成29年度芸術鑑賞会会員 無料
【作品紹介】幽霊や魔物、妖怪といった「人ならざ
るもの」が日常的に姿を現す古都・鎌倉。この地
に居を構えるミステリー作家・一色正和のもとに
嫁いできた亜紀子は、妖怪や幽霊が人と仲良く暮
らす鎌倉の街に最初は驚くが、次第に溶け込んで
いく…。「ALWAYS 三丁目の夕日」の山崎貴監
督が、同作の原作者・西岸良平のベストセラーコ
ミック「鎌倉ものがたり」を実写映画化し、堺雅
人と高畑充希が年の差夫婦役で初共演したファン
タジードラマ。

【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

ヘルプカードヘルプカードをを配布配布しますします
　市では、障がいがある方や
難病を患っている方などが、
日常生活で困ったときや緊急
時に周囲の人にカードを提示
することで、支援や配慮を求
めやすくするためにヘルプカードを作成しました。
　また、携帯することで支援や配慮が必要であるこ
とが周囲の人に分かりやすくなる「ヘルプマーク」
も配布しています。
　「ヘルプカード」・「ヘルプマーク」は以下の場所
で配布しています。
【配布開始】3月 15日（木）から
【配布場所】真岡市役所 社会福祉課 障害者福祉係
　　　　　  二宮支所　 福祉国保窓口係　
【問い合わせ】社会福祉課 障害者福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554

真岡市縁組センター真岡市縁組センター
結婚相談員募集結婚相談員募集

　結婚相談員は、結婚希望者の相談に応じ、縁結び
のお手伝いをする地域のボランティアです。
【活動内容】
　・結婚相談会議への出席（毎月 1～ 2回程度、
　　主に水曜日、土曜日：午前 10時～ 11時 30分）
　・各自の縁組支援に関する活動
【募集条件】
　・営利目的でないこと
　・市内在住でおおむね 65歳までの健康な方
　・普通自動車運転免許を有する方
　・相談員として秘密を厳守できる方
【任期】平成 32年 3月 31日まで（更新あり）
【申し込み・問い合わせ】出会い結婚サポートセンター 
　☎83-1234 FAX84-1545


