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●芳賀赤十字病院休診日の変更について
　当院では平成 26 年 1 月 1 日から、土曜日の診療日
を変更しました。【休診日】毎月第 2・第 4・第 5土曜
日【問い合わせ】芳賀赤十字病院総務課☎ 82-2195
●五士会による合同無料相談会開催ついて
【とき】2月16日（日）10:00～ 15:00【ところ】とち
ぎ健康の森・生きがいづくりセンター（宇都宮市駒生町）
【内容】弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、不動産

みんなのひろば

市民市民
講座講座

料理講座料理講座
「万能調味料を作る」「万能調味料を作る」

　麹やもち米を使った万能調味料作りと、万能調味
料を使った料理を習います。
【とき】2月 28日（金）
　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　先着 30人　【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人　
【受講料】1,000 円（材料代）【受講料】1,000 円（材料代）
【持ち物】タオル、容器（万能調味料 2㎏が入る物）【持ち物】タオル、容器（万能調味料 2㎏が入る物）
【申し込み】2月 15 日（土）から【申し込み】2月 15 日（土）から電話または窓口話または窓口
　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　で受付（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）

真岡鐵道臨時夜行真岡鐵道臨時夜行「樽酒SL」「樽酒SL」
　ＳＬに揺られてハーモニカの生演奏を聞きながら、
日本酒を楽しみませんか。ゲーム大会もあります。
【とき】3月 2日（日）　午後 5時集合
　真岡駅・茂木駅間往復
　真岡駅発 17:30 発　茂木駅着 18：29
　茂木駅発 19:03 発　真岡駅着 19：59
【定員】先着 120人
【参加料】アルコールを飲む方：4,800 円（運賃、　
　SL整理券、日本酒飲み放題、つまみ代込み）
　アルコールを飲まない方：3,500 円、子ども（小
　学生以下）：2,200 円
【特典】硬券切符、オリジナル枡（アルコールを飲
　む方のみ）プレゼント
【申し込み】現在受付中。
【その他】1月25日からＳＬの通常運行が再開しました。
【問い合わせ】
真岡鐵道旅行センター・真岡鐵道㈱　☎ 84-7913

歯ブラシひとつで、歯周病を予防する教室歯ブラシひとつで、歯周病を予防する教室

歯っぴースマイルセミナー歯っぴースマイルセミナー
　笑顔のアンチエイジングには、お口の健康が欠か
せません。若々しく素敵な口元を保つには、正しい
ブラッシングとお口の体操が効果的です！
　参加者には、歯ブラシと歯間ブラシをプレゼント！
【とき】2月 25日（火）午後 1時 30分～ 3時
　（15分前から受付、代理参加可能）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の40～70歳の方  先着20人
【内容】①お口の健康とアンチエイジング

②正しいブラッシング（染め出し実践）
③スマイル美人体操

【持ち物】お使いの歯ブラシ、タオル
【申込期限】2月18日（火）まで電話受付

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター

新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
【とき】2月20日（木）午前9時30分 開始
【ところ】総合福祉保健センター  ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】草むしり、大工仕事、屋内外清掃、家事援助など
【その他】入会書類がありますので、2月 19 日（水）
　までに下記へ一度お越しください。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎ 84-1110 FAX84-1109
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moka-sc.org/

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】現在受付中。
　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

受診したことのない方受診したことのない方

肝炎ウイルス検査を受けましょう肝炎ウイルス検査を受けましょう
　集団検診の際に受診の機会を逃して、今までに肝
炎ウイルス検査を受けたことのない方を対象に検査
を実施します。
【とき】3月11日（火）　午前8時30分～9時30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】40歳から 74歳の市民の方で、肝炎ウイル
　ス検査を受けたことがない方（検査を受けたこと
　がある方、肝炎で治療中の方は対象外）
【申込期限】2月 28日（金）まで電話で受付【申込期限】2月 28日（金）まで電話で受付

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

【問い合わせ】二宮文化会館（日・月曜・祝日休）
　☎ 74-3373　FAX 74-4007

【とき】2月22日（土）2回上映
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】二宮文化会館
【上映時間】2時間 2分
【入場料】大人（高校生以上）1,000円
　小人（4歳以上）500 円  ※芸術鑑賞会会員　無料
【出演】水谷豊、伊藤蘭、吉岡竜輝ほか

【内　容】昭和初期の神戸で洋服店を営み、柔軟な考
えを持つ父・盛夫と大きな愛で家族を包む母・敏子の
もと、好奇心旺盛に育つＨこと肇、妹の好子は幸せに
暮らす一家だったが、戦争に向かう不穏な空気が徐々
に周囲を漂い始めていた。戦争が始まると自由な発言
がしにくい時代にも関わらず疑問を口にするＨに、盛
夫は周囲に翻弄されず現実をしっかりと見ることを教
え育てる。やがて、戦況が不利になるにつれ日常は激
変し、神戸も大空襲に襲われ、そして終戦を迎える・・・

【とき】3月1日（土）2回上映
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】二宮文化会館
【上映時間】2時間
【入場料】大人（高校生以上）1,000円
　小人（4歳以上）500 円  ※芸術鑑賞会会員　無料
【出演】福山雅治、尾野真千子、真木よう子、リリー・
　フランキーほか
【内　容】　都心の高級マンションで妻みどりと息子
の３人で暮らす野々宮良多は、ある日産院からの電
話で、６歳の息子が取り違えられた他人の子だった
と判明する。相手方の家族と戸惑いながら交流を始
めるが、良多は斎木雄大とゆかり夫婦の粗野な言動
が気に入らない。過去の取り違え事件では100%血
のつながりを取るというが、斎木夫妻とみどりは育
てた子を手放すことに苦しむ。良多の意見でついに
「交換」が始まるが、そこから良多の本当の「父」と
しての葛藤が始まる・・・

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）
　午後2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】午後1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】2月14日（金）～20日（木）までに
　下記へ電話で申し込みください。2月22日・3月
　1日両日まとめて予約も可能です。
　（日・月曜・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）

映画映画 「少年Ｈ」

「そして父になる」

栃木県女性教育推進連絡協議会・二宮ありの会主催栃木県女性教育推進連絡協議会・二宮ありの会主催

二宮金次郎を支えた女性たち二宮金次郎を支えた女性たち
【とき】2月28日（金）
　午前10時～午後1時40分（午前9時30分受付）
【ところ】二宮コミュニティセンター
【内容】講演「二宮金次郎の妻（なみ）と娘（文）の
　桜町陣屋での仕事」講師：安西 悠子氏
　※市職員による史跡の説明もあります。
【参加料】無料
【申し込み】現在受付中。（当日受付も可能）
【後援】栃木県教育委員会、真岡市教育委員会
【申し込み・問い合わせ】　
　栃木県女性教育推進連絡協議会・二宮ありの会
　 ☎ 74-1887（野口）

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）
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
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親子で楽しく作ろう親子で楽しく作ろう
「親子米粉料理教室」「親子米粉料理教室」

　お好み焼きやシフォンケーキなど、米粉を使った
簡単料理を作ります。
【とき】3月 1日（土）　午前 10時～午後 1時
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または在学の親子【対象】市内在住または在学の親子
　（小学生以下）先着10 組（20人）　　（小学生以下）先着10 組（20人）　
【受講料】1組 500 円（材料代）【受講料】1組 500 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾【持ち物】エプロン、三角巾
【申し込み】2月 18 日（火）から【申し込み】2月 18 日（火）から電話または窓口話または窓口
　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　で受付（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）

鑑定士による専門分野についての相談【問い合わせ】公
益社団法人栃木県不動産鑑定士協会☎028-639-0556
●真岡高等学校定時制生徒募集について
【募集人数】40人【願書提出】3/12（水）～ 3/14（金）
※転編入学希望者は 3/4 に願書提出（詳細は下記まで
問い合わせください）【問い合わせ】真岡高等学校定
時制☎ 82-3413

人・農地プラン更新の縦覧人・農地プラン更新の縦覧
　地域農業の未来設計図である、「人・農地プラン」
の更新について、下記のとおり縦覧を実施します。
【縦覧期間】2月7日（金）～20日（木）※平日のみ
　午前8時30分～午後5時15分
【縦覧場所】農政課（福祉産業部棟2階）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎83-8137 FAX83-6208 

風しん予防接種・麻しん風しん混合予防接種を受けた方風しん予防接種・麻しん風しん混合予防接種を受けた方

申請により償還払いします申請により償還払いします
　先天性風しん症候群予防のために、平成 25年 4
月 1日以降に風しん予防接種または麻しん風しん
混合予防接種を受け、接種費用の全額を支払った方
は申請により償還払いします。
【必要書類】予防接種請求書、接種時の領収書（原本）、
　予診票の写し、印鑑、振込先となる預金通帳の写し
　※領収書（原本）、　予診票の写しをお持ちでない
　　方は、予防接種請求書下段にある「接種済票」
　　に医療機関の証明を受けてください。
【申請期限】3月 31日（月）
【申請場所】健康増進課母子健康係

【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係 ☎83-8121


