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みんなのひろば

　 2月 2 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】5日（水）15日（土）午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館 1階青年室
【対象】市内在住の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 11cm×ヨコ 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】三つ子の魂育成推進室 ☎83-8157 FAX84-1545

●税理士会が行う還付申告無料税務相談
【とき】2/5（水）9:30～16:00【ところ】税理士会真岡
支部各会員事務所【対象】所得金額300万円以下の給与
所得者および年金受給者で、少額の還付申告相談【問い合
わせ】税理士会真岡支部☎0285-68-3111
●講演会「働き方革命」開催
【とき】2/14（金）14:00～15:30【ところ】真岡商工会
議所大会議室【対象】一般の方、県内事業主もしくは人事
担当者 先着60人【内容・講師】「働き方革命～ワーク・
ライフ・バランスの必要性と取り組むメリット～」工藤敬
子氏【参加料】無料【申込期限】2/13（木）までに下記
へ電話・FAX・Ｅメールで申し込み【後援】真岡市、真岡
市商工会議所【問い合わせ】「栃木県子育てしながら働こ
うプロジェクト受託」㈱ＴＭＣ経営支援センターワークラ

《真岡市接骨師会》2月の当番院
当番日 当番院名 電話番号 当番日 当番院名 電話番号
  2日（日）岩崎整骨院 74-2903 9日（日）みやざき整骨院 81-7533
11日（火）植木整骨院 080-4470-1288 16日（日）磯整骨院 81-5331
23日（日）なかた整骨院 81-3152

プラネタリウム２月プラネタリウム２月のの案内案内
【とき】1日、8日、15日、22日（各土曜日）
　午前 11時～、午後 1時 30分～（1日は午前のみ）
【内容】当日の星座解説、新番組「みみずく探査機
　ほうほうの旅」（約 50分）
【観覧料】高校生以上 200円、中学生まで 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
　※開始 10分前から入場可（途中入場不可）
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211

　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

　両親学級　両親学級ののご案内ご案内
【とき】3月 8日（土）
　午前9時30分～11時30分（開始10分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦（おおむね妊娠20週以降）先着15組
【内容】赤ちゃんのお風呂、妊婦疑似体験など
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み・問い合わせ】2/7（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

おお口口
くちく ち

うるおいアップ教室うるおいアップ教室
　「口が渇く気がする」、「食事でむせやすくなった」
などの口のトラブルを放っておくと、食欲の低下、
誤嚥（ごえん）性肺炎等を引き起こす恐れがありま
す。正しいケアの方法を学び、生き生きと過ごせる
ようにしましょう。
【とき】2月 13日（木）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】65歳以上で、口の渇きや軽くむせるなど、
口のトラブルが心配な方  先着10人【参加料】無料

【内容】口の健康と口腔ケアの方法（講師：歯科衛生士）
【申し込み・問い合わせ】
　福祉課地域支援係 ☎ 83-8132 FAX 83-6335

ご利用くださいご利用ください
自宅で歯の治療が受けられます自宅で歯の治療が受けられます
【対象】市内在住の 65 歳以上の方で、自宅で寝た
　きりのため、歯科医院への通院が困難な方
【内容】歯や歯の痛みの処置、虫歯の治療や入れ歯の
　作成・調整など、歯科医師が訪問して診療します。
【費用】診療費は保険適用となりますので、受診者は
　保険診療の自己負担額と歯科医師の交通費を負担
　してください。
【問い合わせ】 健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

市内体育施設の使用申請市内体育施設の使用申請
3月3日（月）3月3日（月）から受付開始から受付開始
　平成 26年 4月以降の市内各体育施設の使用申請
の受付を 3 月 3 日（月）から開始します。下記申
請先で手続きしてください。
　3月 3日（月）からは、申請日から 3カ月以内
の使用申請を受け付けします。
※体育館施設を定期的に使用する団体の登録も受け
　付けています。（条件あり）
　団体登録の当初受付は、2月 12日（水）までです。
学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を
　学校教育に支障のない範囲で、次の施設を貸し出
します。これらの施設で定期的に活動したい団体は
登録が必要になりますので、忘れずに手続きしてく
ださい。
【利用できる施設】市内小・中学校の体育館・武道館・
　グラウンドおよび真岡工業高校ナイターグラウン
　ド（通年利用可）
【登録資格】団員が真岡市在住・在勤者の方で、常
　時 10人以上で定期的に活動している団体
【申請方法】申請書を使用希望日の前月15日までに
　提出すると、25日以降に許可証が発行されます。
※平成 25 年度の登録団体も 4月から引き続き利
　用する場合には、再度登録が必要です。
【問い合わせ】スポーツ振興課　☎ 84-2811
【申請先】
　旧真岡市内施設：総合体育館　☎ 84-2811
　旧二宮町内施設：二宮体育館　☎ 74-3177

【問い合わせ】
　建設課管理係　☎ 83-8147  FAX 83-6240

市道 107 号線が全線開通市道 107 号線が全線開通
　2月 1日（土）午後 1時以降は、国道 121 号の
真岡井頭温泉入り口交差点から南の広域農道の交差
点までの約 1.5 ㎞が開通します。
　なお、当日午前 10時から開通式典を行います。
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真岡市森林整備計画(案)真岡市森林整備計画(案)のの縦覧縦覧
　鬼怒川地域森林計画の樹立に伴い、真岡市森林整
備計画を樹立するため、計画案の縦覧を行います。
【縦覧期間】1月 31日（金）～ 3月 3日（月）
　午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日除く）
【縦覧場所】産業環境部農政課
【問い合わせ】
　農政課農政係　☎ 83-8137 FAX 83-6208

市民のつどい・臼井佳子氏講演会市民のつどい・臼井佳子氏講演会
　このつどいは、市民が明るい地域づくりや誇れる
郷土づくりのために、地域のリーダーとして活躍い
ただくことを願い開催するものです。魅力的なコミュ
ニケーションの取り方についてお話します。
【とき】2月 11日（火）
　午後 1時 30分から（午後 1時開場）
【ところ】青年女性会館 2階ホール
【内容】■第 1部ＪＡはが野女性会活動発表
　「輝いてます！私たち！！」　
　発表者：ＪＡはが野女性会
　■第 2部講演「『伝え上手』を目指
　そう！あなたも私も輝くコミュニケ
　ーション術」
　講師：フリーアナウンサー臼井佳子 氏
【主催】真岡市女性団体連絡協議会
【問い合わせ】
　生涯学習課　☎ 82-7151 FAX 83-4070

春の七草摘みと七草粥作り春の七草摘みと七草粥作り
　春の七草や食べられる野草を摘んで食べましょう。
【とき】２月 8日（土）　午前 9時～午後 1時　
【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）
【対象】先着　30人（親子参加歓迎）
【参加料】一人 300円（当日徴収）
【持ち物等】軍手、ビニール袋、エプロン、除草用
　の鎌またはスコップ、長靴（ぬかるみを歩くため）
【申し込み】2月 5日（水）までに電話または窓口
　で申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
真岡の自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
☎ 84-6781　FAX 84-6936

図書館図書館
イベントイベント 豆まき＆おはなし会豆まき＆おはなし会
【とき】2月 2日（日）午後１時 30分～ 2時
【ところ】図書館子どもおはなし室
【申し込み】不要　【参加料】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）

認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】2月 12日（水）
　午前 9時 30分～ 11時　
【ところ】二宮コミュニティセンター
　202会議室
【対象】認知症に関心のある市民の方【受講料】無料
【申し込み・問い合わせ】福祉課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-6335

　「モオカの休日」は、市民による同好会やサーク
ルなどの組織が主体となって開催しています。一緒
にモオカの休日を堪能しませんか。
【とき】2月 9日（日）
【ところ・内容・時間・定員・料金等】

SL キューロク館 スハフ内
　◆民話を聞いて想像力を高めよう（民話の会花もめん）
　　午後 1時から〈定員〉30人〈料金〉無料
般若寺　※事前予約優先 ☎ 090-4209-5517

　◆お寺ヨガ（キラキラママサークル）
　　午後 1時から〈定員〉15人〈料金〉500円
　　〈持ち物〉ヨガマットまたはタオル

真岡木綿会館内  ☎ 83-2560
　◆機織り体験（コースター作り）
　　随時〈定員〉随時5人ずつ〈料金〉500円（イベント価格）

真岡木綿会館前テント
　◆切り絵体験（スマ・切り絵クラブ）
　　午前10時から〈定員〉各回10人〈料金〉800円
　◆リラクゼーション（リフレッシュ花）
　　午前10時から〈定員〉随時2人ずつ〈料金〉500円
※天の織姫市も真岡木綿会館駐車場で同時開催！

　　　　　　ようこそ、　　　　　　ようこそ、
　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ

　　 モオカの休日開催　　 モオカの休日開催

　　　　　 もおか観光コンシェルジュ   
 　ガイドツアー 　ガイドツアー

　「もおか観光コンシェルジュ」は、真岡の魅力を発
見し、来訪者に紹介する案内人のことです。真岡市
の歴史や魅力を感じながら、散歩しませんか。コン
シェルジュが、笑顔で皆さんをお待ちしています。
【とき】2月 9日（日）午前 10時から（随時受付）
【受付場所】物産会館西側　【参加料】無料
【所要時間】1時間～ 1時間半
【参加方法】事前予約または当日申し込み
【コース】◆真岡城跡コース ◆真岡伝承ふれあいツ
　アー ◆文化財巡りコース ◆ SL の走るまち、も
　おかツアー（当日の状況により、コース変更あり）
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 83-8135  FAX83-0199

第 5回第 5回 筋力トレーニング教室 筋力トレーニング教室  
　総合体育館トレーニング室の器具の使い方を学びな
がら、効果的な筋力トレーニングの方法を学びます。
【とき】2月 24日（月）　午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館　トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般女性のみ
　先着10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】2月 5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・性別を明記

イフバランス事業部☎028-666-3007、FAX028-666-
3008、Eメールtmc-wlb@lime.ocn.ne.jp
●第 29回真岡市長杯争奪弓道大会
【とき】2/9（日）9:00開会【ところ】真岡市弓道場【競技】
①一般男子 ②一般女子（一般は個人戦のみ） ③高校生の部（3
人立ち団体戦と個人戦）【参加資格】①②市内在住または勤
務の方。または真岡市弓道会の方。③市内の高校生【参加料】
無料【申し込み】高校生：指定用紙で事前申し込み、一般：
当日受付【問い合わせ】真岡弓道会☎090-9152-9923（大熊）
●真岡児童館～子育て支援～
【とき】2/4（火）～2/6（木）10:30～11:30【内容】成
長アルバムを作ろう【問い合わせ】真岡児童館☎80-6980


