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みんなのひろば
● 9月 1日は個人事業税の納期限です
　お手元に個人事業税 (第一期分 )の納税通知書が届
いた方は、9/1( 月 ) までに最寄りの金融機関または
県税事務所の窓口で納めてください。また、便利な口
座振替で納税することができます。振替希望の金融機
関 (郵便局を除く )または県税事務所に申し出くださ
い。9月中に申し込みいただければ、第二期分から口
座振替を利用できます。【問い合わせ】真岡県税事務
所個人事業税担当☎ 82-2136
●真岡市制施行60周年記念事業 第5回真岡市長杯
市民グラウンド・ゴルフ交流大会参加者募集
　【とき】9/20( 土 ) ※小雨決行【ところ】総合運動
公園陸上競技場【対象】市内在住または勤務の方でグ
ラウンド・ゴルフを愛好する方【募集人数】200人【参
加料】500 円 ( 保険料等 )【申込期限】9/1( 月 ) ま
で【申し込み・問い合わせ】事務局☎ 82-4337( 大塚 ) 
☎ 82-3008( 櫻井 )
●第 27回きのこ料理コンクール作品募集
　風味豊かな本県産きのこを利用した「きのこの料
理コンクール」の参加作品を募集します。【応募締切】
9/5( 金 )【応募・問い合わせ】詳細は栃木県HPま
たは栃木県環境森林部林業振興課きのこ振興担当☎
028-623-3274 FAX028-623-3278

真岡市制施行60周年記念事業真岡市制施行60周年記念事業

「ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡」「ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡」
参加者大募集参加者大募集

　健康のためにウォーキングを習慣にしましょうと
いう事業です。気軽に参加してみませんか。みんな
で歩いて健康になりましょう。
【とき】9月 1日 ( 月 ) ～ 11月 30日 ( 日 )
【対象】市内在住の 18歳以上の方
　(個人・グループでの参加も可 )
【内容】期間中に 1日 1,000 歩以上のウォーキング
　を 60日以上実施し、「ウォーキング記録票」等
　に記入します。60日以上達成し、記録票を提出
　した方には、達成賞・オリジナルグッズを贈呈します。
【申込方法】所定の申込用紙 (下記窓口・市役所案内・
　二宮支所窓口に用意。ホームページからも印刷可)
　に記入し、下記まで申し込みください。申し込まれ
　た方には、「ウォーキング記録票」等をお渡しします。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　健康増進課成人健康係　☎83-8122 FAX83-8619

真岡市総合型地域スポーツ真岡市総合型地域スポーツ
クラブ創設プレ事業クラブ創設プレ事業

　総合型地域スポーツクラブとは、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。

◆◆グラウンドゴルフ教室グラウンドゴルフ教室◆◆
【とき】8月 24日（日）午前 9時～ 11時
【ところ】総合運動公園陸上競技場　※雨天中止
【対象】小学1年生～高齢者の方　先着30人
【参加料】1人 200 円
( 当日会場でお支払いください )

【申し込み】8月 21日 ( 木 ) までに電話
（平日午前 8時 30 分～午後 5時 15 分）または
Ｆ Ａ Ｘ・E メ ー ル で 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、学年(年齢）、性別を明記

◆◆ニュースポーツ教室ニュースポーツ教室◆◆
ディスゲッターナイン等、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。ぜひご家
族で参加ください。
【とき】8月 23日（土）午後 1時～ 3時
【ところ】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
【参加料】1人200円(当日会場でお支払いください）
【申し込み】8 月 21 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メールで申し込みください。

第3回 第3回 筋力トレーニング教室筋力トレーニング教室
　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。1回のみの教室です。
【とき】9月 1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【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の
　40～ 59歳の女性　先着 10人
【持ち物等】運動できる服装、
　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】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258　
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記

第1回 第1回 ウォーキング教室ウォーキング教室
【とき】9月 2日（火）午前 10時～正午
【ところ】スポーツ交流館　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の 60歳以上の
　一般男女　先着 20人
【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。

第 2 回第 2 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】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【参加料】無料
【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」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

第 3 回歴史教室のお知らせ第 3 回歴史教室のお知らせ
【とき】9月20日（土）※時間・会場は上記に同じ
【講師】元今市市教育委員会教育長　木村 浩 氏
【演題】「二宮尊徳・尊行と日光仕法」（仮題）
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

危険物取扱者保安講習会危険物取扱者保安講習会
【とき】9 月 19日（金）　【ところ】青年女性会館
【定員】給油・一般　先着 各 150 人
【手数料】4,700 円（栃木県収入証紙を申請書に貼付）
【申し込み】9 月 1 日（月）～ 9 月 8 日（月）の
　期間に下記へ直接申し込みください。

※危険物取扱者は、危険物の製造所、貯蔵所また
は取扱所において、危険物の取扱作業に従事する
こととなった日から 1年以内に講習を受け、その
後は 3年以内に受講しなければなりません。

【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
消防本部予防課☎ 82-8706 FAX83-3746

　　 ～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】9月 6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】8/22（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

9 月9月のの情報センター講座情報センター講座
①Excel2007 基礎講座･･･先着 10人
【とき】10日（水）～12日 (金 ) 午後 7時～ 9 時
【対象】マウス操作・文字入力ができ、ワープロ操作
　経験者の方
【内容】データの入力方法、関数、
　表・グラフの作成、集計、抽出など
②インターネット安全教室･･･先着 10人
【とき】17日（水）午後1時 30 分～3 時 30 分
【対象】これからインターネットを始めたい方
【内容】インターネットを使用する際の注意など
＜①②共通＞【受講料】無料【申し込み】電話受
付のみ【対象】市内在住または勤務の高校生以上

【申し込み・問い合わせ】8/22（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

9 月9月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 5日（金） H26年 4月 9日　～ 4月 30日生

9カ月児健診 12日（金） H25年 11月 5日　～ 11月 30日生

1歳 6カ月児健診
19日（金） H25年 1月 21日　～ 2月 6日生

26日（金） H25年 2月 7日　～ 2月 28日生

3歳児健診 9日（火） H23年 8月 14日　～ 8月 31日生
2歳児歯科検診 29日（月） H24年 9月生
【受付時間】午後 1時 10分～ 40分
　※健診は約 2時間かかります。
【ところ】総合福祉保健センター【持ち物】予診票、
　母子健康手帳、歯ブラシ（歯科検診）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

9 月の「子育て相談」
【とき】10日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター
【内容】①育児相談・栄養相談（要予約）　②身長・
　体重測定（予約不要）【持ち物】母子健康手帳
【問い合わせ】健康増進課母子健康係☎83-8121 FAX83-8619

【とき】8月 23日（土）
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】2時間 24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】岡田准一、三浦春馬、井上真央ほか
【内　容】佐伯健太郎(三浦)は、祖母の葬儀の際に祖父・
賢一郎との血の繋がりがなく、血縁上の祖父がいると知る。
本当の祖父「宮部久蔵」(岡田)は太平洋戦争で零戦パイロッ
トとして戦い、終戦直前、特攻出撃によって還らぬ人になっ
ていた。健太郎は、宮部のことを調べるために戦友を訪ね
歩くが、そこで耳にしていく人物評価は、天才的な操縦技
術を持ちながら、敵を撃破するより「生きて還る」ことに
執着していたというもの…「家族のもとに必ず還ってくる」
…それは宮部が妻・松乃(井上)に誓った唯一の約束だった。
そんな宮部がなぜ特攻を選んだのか。やがて最期を知る人
物に辿りついた健太郎は、衝撃の真実を知る…

送迎車を運行します送迎車を運行します（二宮コミュニティセンター⇔市民会館）（二宮コミュニティセンター⇔市民会館）
　午後2時からの上映時、二宮コミュニティセンター
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。(途中乗下車不可）
【集合時間】午後1時15分（時間厳守）
【集合場所】二宮コミュニティセンター正面駐車場
【申し込み】8月15日（金）～21日（木）までに
　下記へ電話で申し込みください。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

映画映画「永遠の０
ゼロ

」

市民市民
講座講座 和てんまり講座和てんまり講座

【とき】9月6日、13日、20日、27日、10月4日
　(各土曜日、全 5回 )午前 9時 30分～正午午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )  【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )  
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【内容】てまりを作ります。(講座で作る予定のてまり【内容】てまりを作ります。(講座で作る予定のてまり
　を西分館ロビーに展示していますのでご覧ください)　を西分館ロビーに展示していますのでご覧ください)
【受講料】1,000 円程度 (材料代 )【受講料】1,000 円程度 (材料代 )
【持ち物】糸切りばさみ、針 (刺しゅう用・毛糸用 )、【持ち物】糸切りばさみ、針 (刺しゅう用・毛糸用 )、
　玉針 (玉の小さなもの )、メジャー　玉針 (玉の小さなもの )、メジャー
【申し込み】8月 19日（火）から【申し込み】8月 19日（火）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）
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座

お菓子づくり講座お菓子づくり講座
夏野菜のパウンドケーキと水ようかん

　夏野菜を使って手軽にできるパウンドケーキと水
ようかんを作ります。
【とき】8月 30日 ( 土 ) 午前 10時から午前 10時から
【ところ】市公民館真岡西分館 調理室  【ところ】市公民館真岡西分館 調理室  
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料】800円程度 (材料代 )【受講料】800円程度 (材料代 )
【持ち物】エプロン、タオル、お持ちの方は角ケー【持ち物】エプロン、タオル、お持ちの方は角ケー
　キ型 (23 ㎝× 7㎝程度 )　キ型 (23 ㎝× 7㎝程度 )
【申し込み】8月 19日（火）から【申し込み】8月 19日（火）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）

  高齢者高齢者のの熱中症熱中症にに注意注意！！
　熱中症の発生は、毎年 7～ 8月がピー
クです。熱中症患者のおよそ半数は 65歳
以上の高齢者です。高齢者は暑さへの感覚が衰え、
汗をかきにくくなり、熱中症発症の恐れが高くなる
ため、注意が必要です。
≪熱中症予防のポイント≫
　◆のどの渇きを感じる前にこまめに水分補給しましょう。
　◆エアコンや扇風機を上手に活用し、室内の温度・
　　湿度を調整しましょう。
　◆服装を工夫しましょう。
　　（通気性・吸湿性の良い服、帽子・日傘の活用）
　◆生活リズムを整え、体調管理に注意しましょう。
　室内でも熱中症を発症し、救急搬送されたり、死
亡する事例もあります。暑い夏に向けて、日頃の生
活の中で熱中症予防に努めましょう。
【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


