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1 月に 70 歳を迎える方へ1月に 70 歳を迎える方へ

井頭温泉券井頭温泉券が利用できますが利用できます
　1月に70歳になる方、および今年度まだ温泉券を受け
取っていない方に、温泉券をお渡ししています。下記窓口
まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 19年 1月 31日以前に生まれた方）　
【ところ】福祉課高齢者福祉係、二宮支所福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（交付窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。1月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 3枚（1月～翌年 3月分）です。

【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係 ☎83-8195 FAX82-2340 【問い合わせ】二宮文化会館（日・月曜・祝日休）
　☎ 74-3373　FAX 74-4007

　栃木県興行生活衛生同業組合と真岡市芸術鑑賞会
が協同で実施する特別無料上映会です。
　以前「NHKプロフェッショナル仕事の流儀」で放映
され大反響を呼んだ、青森県弘前市で不可能と言われ
た無農薬リンゴの栽培に取り組み続けた木村秋則氏の
実話を映画化した「奇跡のリンゴ」が上映作品です。
この機会に、ぜひスクリーンでご鑑賞ください。
【とき】1月18日（土）2回上映（全席自由席）
　①午前 10時から ②午後 2時から (30分前開場)
【ところ】二宮文化会館【上映時間】2時間 9分
【入場料】無料（栃木県興行生活衛生同業組合との協同事業）
【出演】阿部サダヲ、菅野美穂、山﨑努　ほか
送迎車を運行します（真岡市民会館⇔二宮文化会館）送迎車を運行します（真岡市民会館⇔二宮文化会館）
　午前10時からの上映時、真岡市民会館発着の無
料送迎車を試験運行します。9席限定のため先着順
事前予約をお願いします。
【集合時間】午前９時１５分（時間厳守）
【集合場所】真岡市民会館正面駐車場
【申し込み】現在受付中。1月16日（木）までに下
　記へ電話で申し込みください。
　（日曜・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）
【お詫び】市政こよみ1月号には上映作品が「少年H」
　と掲載していますが、諸般の事情により変更にな
　りました。「少年H」は2月22日（土）芸術鑑賞
　会定例映画会で上映します。ご了承ください。

映画映画 「奇跡のリンゴ」

二宮文化会館自主事業二宮文化会館自主事業

ファミリーコンサートファミリーコンサート
～オーケストラで聴くジブリ音楽～～オーケストラで聴くジブリ音楽～

　誰もが知っているスタジオジブリの映画音楽を、
「Ｎ響団友オーケストラ」の演奏で聴くことができ
るチャンスです。
【とき】2月2日（日）
　午後３時開演（30分前開場）　
【ところ】二宮文化会館
【出演】木村弓、井上あずみ、
 　本名陽子  ほか
【入場料】全席指定一般 2,500 円、
　中学生以下 1,500 円（前売り・当日共に）
　※真岡市芸能鑑賞会会員は500円引き（市民会館
　　および二宮文化会館で販売するチケットのみ）
　※ 4歳未満の入場はご遠慮ください。
【チケットについて】下記窓口にて現在発売中
　◆文化課（祝日を除く月曜～土曜日）☎83-7731
　◆二宮文化会館（祝日を除く火曜～土曜日）☎74-3373
　◆金子電機真岡店  ☎82-1200◆㈲暮田商会☎82-2611
　◆えびはら書店  ☎74-0075
【問い合わせ】二宮文化会館
  ☎ 74-3373　FAX 74-4007（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座

アーティシャルアーティシャル
フラワー教室フラワー教室

　コサージュを作ります。
【とき】2月 6日（木）　午前 10時～正午
【ところ】市公民館　二宮分館【ところ】市公民館　二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方【対象】市内在住または勤務の方
　先着 28人　　先着 28人　
【受講料】500 円（材料代）【受講料】500 円（材料代）
【持ち物】ハサミ、ニッパー【持ち物】ハサミ、ニッパー
【申し込み】1月 14日（火）から電話で受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107  FAX 74-0187  （月曜・祝日休）

市民市民
講座講座

      プロ直伝      プロ直伝
  みそづくり講座  みそづくり講座

【とき】1月25日（土）　午前9時30分～正午
【ところ】市公民館大内分館【ところ】市公民館大内分館
　（大内農業構造改善センター）　（大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住または勤務の方　先着 50人　【対象】市内在住または勤務の方　先着 50人　
【受講料】4,600 円（材料代　国産大豆使用）【受講料】4,600 円（材料代　国産大豆使用）
【持ち物】エプロン・三角巾（バンダナ）、ゴム手袋【持ち物】エプロン・三角巾（バンダナ）、ゴム手袋
【申し込み】1月11日（土）から【申し込み】1月11日（土）から電話で受付話で受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704  FAX 83-6147  （日・月曜・祝日休）

第2回 第2回 ウォーキング教室 ウォーキング教室 
【とき】1月 28日（火）　午前 10時～正午
【ところ】スポーツ交流館
【対象】市内在住または勤務の一般男女
　先着 20人　【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、　
　タオル、飲み物
【申し込み】1月 15日（水）から受付開始。
　電話（平日午前8時30分～午後5時15分）・FAX
　・Eメールで申し込み。定員になり次第締め切り。
【申し込み・問い合わせ】
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
　E ﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp　
※FAX・E ﾒｰﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記

図書館図書館
イベントイベント

今、次世代に伝えたいこと今、次世代に伝えたいこと
～シベリヤ抑留の謎～～シベリヤ抑留の謎～

【とき】1月19日（日）午後1時30分～3時30分
【ところ】図書館 2階会議室
　※申し込み不要、入場無料【主催】八月の会

図書館図書館
イベントイベント

町おこし民話語り町おこし民話語り
第 21回美寿々民話「もおか」第 21回美寿々民話「もおか」
～あなたに届けたい癒しと温もり～

【とき】1月25日（土）午前10時～11時10分
【ところ】図書館 2階会議室
　※申し込み不要、入場無料

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

市民市民
講座講座

おしゃれなニットおしゃれなニット
あみもの講座あみもの講座

　おしゃれなベストを編みます。
【とき】平成 26年 1月 18日、2月 1日、15日、
　3月 1日、15日（各土曜日・全 5回）
　午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館　真岡西分館【ところ】市公民館　真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方【対象】市内在住または勤務の方
　先着 30人　先着 30人
【受講料】1作品 3,500 円（材料代）【受講料】1作品 3,500 円（材料代）
【持ち物】6号かぎ針、小バサミ【持ち物】6号かぎ針、小バサミ
　（お持ちでない方は、一括購入しますので申込時　（お持ちでない方は、一括購入しますので申込時
　に申し出てください）　に申し出てください）
【申し込み】1月 11日（土）から【申し込み】1月 11日（土）から電話で受付話で受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781  FAX 84-6936  （月・日曜・祝日休）

～大切なあの人へ～～大切なあの人へ～

バレンタインデー米粉料理教室バレンタインデー米粉料理教室
　今年のバレンタインデーは手作りチョコレート
ケーキに挑戦してみませんか。
【とき】2月 8日（土）　午前 9時～ 11時 30分
【ところ】市公民館　調理室【ところ】市公民館　調理室
【対象】市内在住または勤務の女性　先着 20人【対象】市内在住または勤務の女性　先着 20人
【内容】米粉チョコレートケーキ（ワン【内容】米粉チョコレートケーキ（ワン
　ホール持ち帰り）、米粉シチュー（予定）　　ホール持ち帰り）、米粉シチュー（予定）　
【参加料】300 円（材料代）【参加料】300 円（材料代）
【持ち物】エプロン・三角巾（バンダナ）、タオル【持ち物】エプロン・三角巾（バンダナ）、タオル
【申し込み】1月 14日（火）から【申し込み】1月 14日（火）から電話で受付話で受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】
真岡市米消費拡大推進連絡協議会事務局（農政課） 
　☎ 83-8137　FAX83-6208

バスで行くスキー教室 バスで行くスキー教室 
【とき】2月 2日（日）　午前 5時 15分
　総合体育館前集合
【ところ】会津高原たかつえスキー場
　（福島県南会津町）
【対象】市内在住または勤務の方　先着 35人
　※小学生以下は保護者同伴
　（講習会は小学生以上、未就学児はそり遊び）　
【参加料】小学生以上 2,000 円、幼児 500円
　（保険代含む、リフト代別）
【申し込み】1月 19 日（日）までに現金を添えて
　イリエスポーツに直接申し込みください。（電話不
　可）1月 23 日（木）以降のキャンセルは、キャ
　ンセル料 50％がかかります。
【申し込み】イリエスポーツ☎82-2786
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
カブトムシのすみかづくりカブトムシのすみかづくり

　みんなで堆肥を掘ってカブトムシの幼虫を観察し
た後、カブトムシのために堆肥場を作ります。
【とき】1月 18日（土）
　午前 9時 30分～正午　9時 30分～正午　※雨天中止※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター【ところ】根本山自然観察センター
【対象】親子、一般の方　先着 30人【対象】親子、一般の方　先着 30人
　（小学 4 年生以下は保護者同伴）　（小学 4 年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】動きやすい服装、長靴、軍手【持ち物等】動きやすい服装、長靴、軍手
【申し込み】1月 11日（土）から【申し込み】1月 11日（土）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

里山の生き物調査里山の生き物調査
アカボシゴマダラを探せ！アカボシゴマダラを探せ！
　数年前から県内でも見られるようになった外来種
のチョウ「アカボシゴマダラ」。根本山にもいるのか、
その幼虫を探す調査を実施します。調査を手伝って
くれる方を募集します。
【とき】1月 25日（土）午前 9時～正午午前 9時～正午
【ところ】根本山自然観察センター　【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止※雨天中止
【対象】親子、一般の方　先着 30人【対象】親子、一般の方　先着 30人
　 （小学 4 年生以下は保護者同伴）　 （小学 4 年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】動きやすく暖かい服装、軍手【持ち物等】動きやすく暖かい服装、軍手
【申し込み】1月 11日（土）から【申し込み】1月 11日（土）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【お知らせ】1月 25日（土）の午前中は、レクチャー【お知らせ】1月 25日（土）の午前中は、レクチャー
　ルームで講義を行うため、野鳥クラフトの受付は　ルームで講義を行うため、野鳥クラフトの受付は
　午後 1時からになります。　午後 1時からになります。
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター　
　☎83-6280  FAX 83-4624  （月曜・祝日の翌日休み）

大腸がん検診大腸がん検診
無料無料クーポン券クーポン券

【問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

　食生活の欧米化の影響で「大腸がん」の患者数が増
えています。まずは検診を受けてください。
【対象者】クーポン券対象者のみ
　◆昭和47年4月2日～昭和48年4月1日生
　◆昭和42年4月2日～昭和43年4月1日生
　◆昭和37年4月2日～昭和38年4月1日生
　◆昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生
　◆昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生
【受診方法】下記窓口へ申し込みください。検査は
　簡単な検便です。
【検査容器の受付日・ところ】
①健康増進課：午前8時30分～正午、午後1時～4時
1月 15日（水）、22日（水）、29日（水）
2月 5日（水）、12日（水）、19日（水）、26日（水）
②二宮コミュニティセンター：午後1時～1時30分
1月 15日（水） 2月 6日（木）

みんなのひろば
●真岡工業団地総合管理協会嘱託職員（事務職員）募集
【職種・採用人数】事務職員1人【業務内容】一般事務、
経理事務、施設の維持管理等【採用期間】H26.4/1 ～
H27.3/31【受験資格】学校教育法に基づく高等学校以上
の学歴を有し、市内在住の方で会社等の勤務経験があり、
パソコン（ワード・エクセル）のできる方。要普通自動
車運転免許。【募集期間・方法】1/20（月）～1/31（金）
市販の履歴書（写真添付）を管理協会事務局に提出。（郵
送可、1/31消印有効）【問い合わせ】〒321-4338真岡
市大谷台町24　真岡工業団地総合管理協会☎82-5651


