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7 月の図書館だより7月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫
　8・15・22・29日（火）、午前10 時～
　【内容】ジル・シルバン先生の英語での
　　絵本の読み聞かせ
≪映写会≫※入場無料
　12日（土）午後 2時～「トムとジェリー」（60分）
　15日（火）午後 2時～劇団四季ミュージカル
　「ユタと不思議な仲間たち」 （128 分）
≪館長の読み聞かせ≫ 12日（土）午後１時30分～
≪おはなしの森≫ 19 日（土）午後 2時～
　【内容】ひばりの会による紙芝居や読み聞かせなど
≪スタッフの読み聞かせ≫ 25日（金）午後3時～
≪読み聞かせ＆コットベリーちゃんと撮影会≫
　5 日（土）午後 2時～読み聞かせ
　読み聞かせ終了後、撮影会 (午後 3時 30分まで )
　6日（日）午前 11時～読み聞かせ
　読み聞かせ終了後、撮影会 (正午まで )

夏休み課題図書・すいせん図書について夏休み課題図書・すいせん図書について
　利用や予約で大変混み合うため、下記のようにご
利用いただくようお願いします。
　・貸出冊数…1人 1冊
　・予約冊数…1人 1冊
　・貸出期間…1週間　※延長はできません。
　できるだけ多くの方が利用できるよう、読み終わ
りましたら早めの返却をお願いします。
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

二宮図書館二宮図書館
≪キャンドルの会≫12日（土）午前10 時～
　【内容】大型絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作
　（牛乳パックのジャンピングカエル）
≪映写会≫※入場無料
　17日（木）午後2時～「おばけのラーバン」（44分）
≪三つ子の魂育成事業≫ 22 日（火）
　午前 10時 30分～　絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 26 日（土）午後 2時～
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286（月曜日休）

≪7月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

23日
(水 )

  9:00 ～ 10:30 仙波糖化工業第三工場
11:10 ～ 12:00 仙波糖化工業第二工場
13:30 ～ 15:00 仙波糖化工業本社
15:40 ～ 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 FAX 83-8619

みんなのひろば
●平成 25年中に家屋を新築等された方へ
　平成25年中に新築、増築および改築により家屋を取
得された方には、今月、不動産取得税が課税されます。
納税通知書が届いた方は、納期限7/31(木 )までに、最
寄りの金融機関・郵便局または県税事務所窓口で納付を
お願いします。なお東日本大震災により、被災家屋の所
有者等が代替家屋を取得した場合は、軽減措置を受けら
れる場合がありますのでお問い合わせください。【問い
合わせ】真岡県税事務所不動産取得税担当☎82-2136
●スポーツダンス10種目・毎月1回の無料講習会
　今月はタンゴを体験します。【とき】7/12(土)9：30～
10：30【ところ】真岡市スポーツ交流館多目的室①【対象】
市内在住または通勤・通学の方【持ち物】ダンスシューズま
たは体育館シューズ【問い合わせ】DSみゆき☎83-2453(渡邊)
●「鬼怒川・小貝川クリーン大作戦」参加者募集
　【とき】7/12（土）7:00～9:00頃※雨天中止【集合場所】
自然教育センターキャンプ場入口【持ち物等】河原のご
み拾いをしやすい服装、帽子、雨具、タオル※蜂刺さ
れ予防のため、黒色の衣類・帽子等は着用しないでくだ
さい。【問い合わせ】自然を守る会事務局(市公民館真
岡西分館)☎84-6781(日・月曜・祝日休み)
●民話の会「花もめん」第69回まちおこし「ふるさとの昔ばなし」
　【とき】7/18（金）13:30開演【ところ】真岡市情報センター
2階マルチビジョンルーム【入場料】無料【演目】さるす
べりの想い、蛙の恩返し ほか【問い合わせ】☎82-9574（水沼）
●平成 26 年度下水道排水設備工事責任技術者
試験講習会、模擬試験および試験のお知らせ
　【とき】試験講習会・模擬試験：9/26(金)10:00～16:30、
試験：10/29(水)14:00～16:00【ところ】栃木県自治会館【申
込書】公益財団法人とちぎ建設技術センター、真岡市役所下
水道課維持係で配布中【申込期限】8/31(日)まで。当日消
印有効【申し込み・問い合わせ】公益財団法人とちぎ建設技
術センター企画開発部研修課☎028-626-3187

真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業
ニュースポーツ教室参加者募集ニュースポーツ教室参加者募集
　総合型地域スポーツクラブとは、「いつでも、ど
こでも、だれでも、いつまでも」スポーツを楽しむ
ことができるようにするために、住民により自主的・
主体的に運営されるスポーツクラブです。　　
【とき】7月 26日（土）午後 1時～ 3時
【ところ】真岡市総合運動公園陸上競技場
　（雨天時：山前分館多目的ホール）
【対象】5・6歳児～高齢者の方　先着 30人
【内容】フライングディスク等、子どもから高齢者
　の方まで、どなたでも楽しめる種目を行います。
【参加料】200円 ( 当日会場でお支払いください )
【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物
【申し込み】7 月 24 日（木）までに電話（平日
　午前 8時 30分～午後 5時 15分）またはＦＡＸ・
　Eメールにて、申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
（スポーツ振興課内）  ☎ 84-2811  FAX84-6258
※FAX・Eメールの場合は氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

市民市民
講座講座

世界にひとつだけの「絵本」を作ろう！世界にひとつだけの「絵本」を作ろう！  
夏休み絵本づくり教室夏休み絵本づくり教室

【とき】7月 23日（水）
　午前 9時 30分～午後 0時 30分ごろ　午前 9時 30分～午後 0時 30分ごろ
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住の小学生　先着15人【対象】市内在住の小学生　先着15人
　(小学 3 年生以下は保護者同伴）　(小学 3 年生以下は保護者同伴）
【内容】【内容】絵本づくり（A5版12ページ）
　※お話の内容はあらかじめ考えてきてください。
【受講料】無料　【持ち物】筆記用具、色鉛筆【受講料】無料　【持ち物】筆記用具、色鉛筆
【申し込み】7月8日（火）から窓口または【申し込み】7月8日（火）から窓口または電話受付話受付
　（午前8時30分～午後5時15分）　（午前8時30分～午後5時15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

第 1回第 1回  歴史教室開催歴史教室開催
　今年度のテーマは、「二宮尊徳」です。参加は自由で　今年度のテーマは、「二宮尊徳」です。参加は自由で
すので、ぜひ参加ください。すので、ぜひ参加ください。
【とき】7月12日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール【参加料】無料
【講師】栃木県立宇都宮高等学校教諭　舩木 明夫 氏
【演題】「二宮尊徳資料探訪記」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

第 2 回歴史教室のお知らせ
【とき】8月23日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール
【講師】日本考古学協会会員　安永 真一 氏
【演題】「真岡東郷陣屋における二宮尊徳」（仮題）
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

7月7日は『七夕ライト7月7日は『七夕ライト
ダウンの日』です！ダウンの日』です！
　2008 年にＧ8サミットが７月７日に開催されたこ
とを受け、午後８時から午後10 時までの 2 時間、
地球温暖化防止のため、ライトアップ施設の消灯を
呼びかける取り組みです。
　皆さんのご家庭でも、無理のない範囲で、照明の
消灯にご協力ください。
（関連HP）http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/
【問い合わせ】環境課環境計画係☎83-8241 FAX83-5896

7 月に 70 歳を迎える方へ7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

　7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 7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（交付窓口に用意）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。7月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 9枚（7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

市民市民
講座講座 小学生親子の和太鼓教室小学生親子の和太鼓教室
　親子で和太鼓を体験し、練習の成果を８月 30日
開催予定の「尊徳夏まつり」で披露します。
【とき】7月 27日、8月 10日、17日、24日
　（各日曜日・全 4回）午前 10時～正午10時～正午
【ところ】生涯学習館　【ところ】生涯学習館　【受講料】無料
【対象】市内在住 (在学 )または勤務の【対象】市内在住 (在学 )または勤務の
　小学 3～ 6 年生の親子　定員10 組　小学 3～ 6 年生の親子　定員10 組
【持ち物等】運動しやすい服装、【持ち物等】運動しやすい服装、
　体育館シューズ、タオル、飲み物　体育館シューズ、タオル、飲み物
【申し込み】7月 4日（金）～14日 (月 )電話受付【申し込み】7月 4日（金）～14日 (月 )電話受付
　（午前8時30分～午後5時15分）※定員超えの場合抽選　（午前8時30分～午後5時15分）※定員超えの場合抽選
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

根本山しぜん体験教室 
夜の里山探検夜の里山探検

　真っ暗な夜の雑木林や水辺に出かけて、昼間とは
異なる生き物の様子を観察します。
【とき】7月20日（日）
　午後7時30分～9時　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】長袖、長ズボン、運動靴、懐中電灯
【申し込み】7月 6日（日）から電話受付
　(午前 8時 30分～午後 5時 )

【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）

市若屋台市若屋台のの引き手募集引き手募集
　真岡市の夏まつりで屋台を引いてみませんか。真
岡市職員互助会（市若）では、屋台を引く小学生を
募集します。

と
き

7月25日（金） 午後2時 30 分～午後 5時ごろまで
7月26日（土） 午前9 時 30 分～午後 1時ごろまで
7月27日（日） 午前10 時 30 分～午後 4時ごろまで

【集合場所】市若会所（真岡市水道庁舎駐車場）
【対象】小学生 各日先着 30人（保護者同伴）
　※祭半天と帯は貸し出します。
【申込方法】7月11日（金）までに、氏名・住所・学年・身長・
　電話番号・保護者の氏名を下記へ申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】真岡市職員互助会事務局
　（総務課研修厚生係内）☎83-8469　FAX 82-1065

～真岡市適応指導教室～

夏休み中夏休み中のの教育相談教育相談
【とき】7月 22日（火）～ 24日（木）
　午前 10時～正午、午後 1時～ 3時
　※上記以外でも相談を受け付けますが、事前に電
　　話連絡をいただき、相談日と時間を決定します。
【ところ】真岡市適応指導教室（もおかライブリー教室）
　〒321-4325真岡市田町1344（青年女性会館内）
【相談内容】お子さまの教育で、困っていることや悩ん
　でいることなど(お子さまからの相談も受け付けます)
【相談方法】電話相談、来室相談
【申し込み・問い合わせ】真岡市適応指導教室
（もおかライブリー教室）☎ 83-9488（FAX 兼用）体験学習を開催します体験学習を開催します

栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校  
◆第 1回高等部体験学習
　【とき】8月19日（火）午前9時15分～午後0時30分
　【内容】高等部概要説明、授業自由参観、体験学習、
　　校舎内見学、進路相談（希望者）
　【申し込み】7月7日 (月 )～23日 (水 )電話受付
◆小学部体験学習
　【とき】8月21日（木）午前9時30分～11時45分
　【内容】小学部概要説明、グループ活動体験、教育相談（希望者）
　【申し込み】7月7日 (月 )～25日 (金 )電話受付
◇各日共通事項
　【受付時間】開始 15分前
　【ところ】栃木県立益子特別支援学校
　　（〒321-4106  栃木県芳賀郡益子町七井3650 ）
　【対象】次年度本校への入学を考えているお子さま
　　と保護者、幼稚園・保育園・中学校等の教職員、
　　関係機関職員
　【持ち物】上履き (高等部は筆記用具も持参 )
【申し込み・問い合わせ】
　栃木県立益子特別支援学校 ☎ 72-4915
　真岡市教育委員会 ☎ 83-8181 FAX83-8080 

市民市民
講座講座 大人の粘土アクセサリー教室大人の粘土アクセサリー教室

【とき】8月 5日、19日、9月 2日 ( 各火曜日 )
　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　先着15人【対象】市内在住または勤務の方　先着15人
【内容】粘土を使ったアクセサリー作り【内容】粘土を使ったアクセサリー作り
【受講料】2,000 円 ( 材料代 3回分)【受講料】2,000 円 ( 材料代 3回分)
【持ち物】古タオル 1枚、ティッシュ、はさみ、
　空き箱 (作品の持ち帰り用 )　空き箱 (作品の持ち帰り用 )
【申し込み】7月 8日（火）から電話受付【申し込み】7月 8日（火）から電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）


