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　来年のえと“かわいいひつじ”　来年のえと“かわいいひつじ”
　　　　　　　　 を作ってみませんか　　　　　　　　 を作ってみませんか

押し絵教室押し絵教室
【とき】12月 2日（火）　午前 9時 30分～正午午前 9時 30分～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 15人　先着 15人
【受講料】600円 ( 材料代 )【受講料】600円 ( 材料代 )
【持ち物】はさみ、お持ちの方は目打ち【持ち物】はさみ、お持ちの方は目打ち
【申し込み】11月 11 日（火）から【申し込み】11月 11 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 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

みんなのひろば
●中小企業・小規模事業の経営者の皆さまへ
　個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破
綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができ
ました。①法人と個人の資産・経理が明確に分離されてい
る場合等において個人保証が不要になること ②多額の
個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに
事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等が残ること
などを定める「経営者保証に関するガイドライン」が、中
小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。金融機関と
相談したい方、詳しくは下記に問い合わせください。【問い
合わせ】中小企業基盤整備機構関東本部 ☎03-5470-1620
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切り絵・ステンシルの切り絵・ステンシルの
年賀状づくり講座年賀状づくり講座

　切り絵と切る技能を生かしたステンシルで、年賀
状を作ります。（講座で作る作品を西分館ロビーに
展示していますのでご覧ください）
【とき】11月30日、12月7日 ( 各日曜日、全 2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
【受講料】600 円程度（カッター、マット、ステン【受講料】600 円程度（カッター、マット、ステン
　シルシートを購入する場合）　シルシートを購入する場合）
【持ち物】カッター、マット、ステンシルシート、はさみ【持ち物】カッター、マット、ステンシルシート、はさみ
【申し込み】11月 15日（土）から【申し込み】11月 15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）
【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）

【とき】11月 22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】1時間 59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
　※全席自由。チケットは当日でも購入できます。
【出演】佐々木蔵之介、深田恭子、井原剛志ほか
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玄関前
【申し込み】11月14日（金）～20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（日・月曜・祝日休）

映画映画「超高速！参勤交代」

11月に 70 歳を迎える方へ11 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

　11 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 11月 30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。11 月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 5枚（11 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

【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（学年）を明記

みんなで楽しむみんなで楽しむ
第2回第2回  ショートテニス教室 ショートテニス教室 

【とき】11月 22日（土）午前 10時～正午
【ところ】二宮体育館 　【参加料】無料
【対象】市内小学生以上　先着 30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。

平成 26年度

とちぎジョブモール巡回相談会とちぎジョブモール巡回相談会
　求職者の就職促進を図るため、「とちぎジョブモー
ル」の就労総合相談員やキャリアカウンセラーが、セ
ミナー、就労相談、キャリアカウンセリングを行います。
【とき】11月 20日（木）　
【ところ】真岡商工会議所 第２中会議室(荒町1203)
【内容】※①、②の相談時間は 1人当たり約 1時間
　①就職応援セミナー　午前 10時 30分～正午
　　履歴書の書き方、面接の受け方等
　②キャリアカウンセリング　午後 1時～ 4時
　　就職活動へのアドバイス、適職診断等
　③総合相談　午後 1時～ 4時
　　就職や生活に関する悩みへのアドバイス等
【参加方法】①および②は事前予約が必要です。11月
　18日（火）までに、市商工観光課勤労者係へ電話
　で申し込みください。③は予約不要のため、直接
　会場へお越しください。
【申し込み・問い合わせ】
　商工観光課勤労者係　☎ 83-8134
　栃木県宇都宮労政事務所　☎ 028-626-3053

≪11月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

26日
（水）

10:40 ～ 11:30 ＪＡはが野 真岡支店
13:00 ～ 15:00 福田記念病院・真岡中学校

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

男女共同参画社会づくり公開講座男女共同参画社会づくり公開講座
ハッピーコミュニケーションセミナーハッピーコミュニケーションセミナー
　コミュニケーション術を学んで、あらゆるシーン
で輝いてみませんか。
【とき】11月 17日（月）、12月 16日（火）
　午後６時 30分～８時　
　※どちらか一日のみの受講、または両日受講も可能です。
【ところ】市公民館 第７会議室　【参加料】無料
【講師】㈲エファ　代表取締役　菊地 理恵 氏
【対象】 市内在住または勤務の方　各日先着 30人
【申し込み】12月 8日（月）まで電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151　FAX83-4070（日曜・祝日休み）

平成 26年度 真岡市子ども未来育成事業平成 26年度 真岡市子ども未来育成事業

ヴァイオリン・邦楽（筝）教室ヴァイオリン・邦楽（筝）教室
合同発表会合同発表会

　真岡市子ども未来育成事業の一環として開講した
「ヴァイオリン・邦楽 (筝 ) 教室」の集大成である合
同発表会を開催します。
【とき】11月 16日 ( 日 ) 午後 1時 30分～ 5時
【ところ】市民会館 小ホール　【入場料】無料
【内容】受講生一人一人による楽曲紹介と各教室の
　合同による合奏

市民市民
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誰でも最初は、初心者です誰でも最初は、初心者です
手打ちそば講座手打ちそば講座

【とき】11月 29日、12月 6日の各土曜日
　午前9時から　※1回のみの参加もできます。　午前9時から　※1回のみの参加もできます。
【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
【受講料】1回 800 円 ( 材料代 )【受講料】1回 800 円 ( 材料代 )
【持ち物】エプロン、そばを持ち帰る【持ち物】エプロン、そばを持ち帰る
　容器 (パック・ペットボトル )　容器 (パック・ペットボトル )
【申し込み】11月 15日（土）から【申し込み】11月 15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）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
葉っぱのクラフト葉っぱのクラフト

～クリスマスボードを作ろう～～クリスマスボードを作ろう～
　葉っぱや木の実などを集めて、
クリスマスに飾れるボードを作ります。
【とき】11月 22日（土）
　午前 9時 30分～正午　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター　【参加料】無料
【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）　
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物、木工用
　ボンド、ビニール袋、はさみ、色鉛筆またはクレヨン
【申し込み】11月8日（土）午前8時30分から電話受付
【お知らせ】11 月 22 日（土）の午前中は野鳥クラ
　フトをお休みします。
【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）
　※月曜日が祝日の場合は開館します。

プロに学ぶ運動と食事プロに学ぶ運動と食事
生活生活改善チャレンジ講座改善チャレンジ講座
　短い時間で運動と食事の改善のポイントが学べる
初心者にオススメの講座です。
【とき】11月 25日 ( 火 ) 午前 9時 30分～ 11時
　（午前９時 10分から受付）
【ところ】スポーツ交流館
【対象】以下の両方に該当する方　先着 30人
　① 40～ 64歳までの市民の方
　②体重・脂肪・血糖値・コレステロールの値が気になる方
【内容】講話と実践「ズバリやせる
　運動と食事改善のポイント」
【講師】フィットネスインストラクター、
　管理栄養士、保健師
【持ち物等】動きやすい服装、室内用運動靴、飲み物
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX 83-8619

歯周疾患検診歯周疾患検診でで
　歯　歯のの健康健康をを守ろう！守ろう！
【実施期限】11月30日（日）まで　※休診日を除く
【対象】平成 26 年度中に 40 歳、50 歳、60 歳、
　70 歳を迎える方で、自分の歯がある方
　※対象者には、歯周疾患受診券を郵送しました。
【検診内容】①口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口
　の中の清掃状況など） 
　②歯周ポケット(歯肉からの出血や、歯石の有無など)
【自己負担金】400 円
　※受診したときに、医療機関に支払ってください。
　※平成 26 年度中に 70 歳を迎える方は無料です。

検診の予約はお早めに！

【問い合わせ】栃木県芳賀農業振興事務所企画振興部
　企画振興課振興チーム☎ 82-4720
　真岡市産業環境部農政課園芸畜産係☎ 83-8139

　食への影響について詳しくお伝えする講演会で
す。特に、お子さんをお持ちの保護者の方のご参加
をお待ちしています。また、県における放射性物質
の取り組み状況の報告も紹介します。
【とき】11月 13日（木）午後２時～４時
　午後1時30分開場　【ところ】市民会館小ホール
　※当日、ご参加いただきアンケートにお答えいただ
　　いた方限定100人に栃木県産新米をプレゼント

「放射性物質と食の安全に「放射性物質と食の安全に
関する講演会」開催関する講演会」開催

水痘（水ぼうそう）の予防接種水痘（水ぼうそう）の予防接種
　お子さまの水痘ワクチンの予防接種が、定期接種
となり、接種が義務付けられました。２回の接種で
免疫を確実につけることで、水痘が発症しても、軽
症で済むことができます。他の予防接種と同様に、
計画的に接種を進めてください。
【開始日】10月 1日（水）から
【対象者】○1歳～3歳の誕生日の前日：2回まで（過
　去の接種歴を含む）○3歳の誕生日～5歳の誕生日
　の前日：初回の1回（接種は平成27年3月31日まで）
【接種費用】無料　【接種場所】市内の医療機関
〇既に水痘にかかったことのあるお子さまは、十分
　な免疫を獲得していますので、予防接種の必要は
　ありません。
○該当するお子さまの保護者の方には、個別に通知
　※上記以外の小学校就学前のお子さまについては、
　　これまで同様、引き続き任意接種の一部助成制
　　度がありますので、ご利用ください。

高齢者用肺炎球菌の予防接種高齢者用肺炎球菌の予防接種
　高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種が、定期接
種となり、無料で受けられるようになりました。免
疫を確実につけ、肺炎の重症化を予防しましょう。
【開始日】10月 1日（水）から
【対象者】①～③の方で、過去に接種歴のない方
　①年度内に、65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方
　②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、心疾患等の
　　身体障害者手帳１級程度の方
　③平成26年3月31日の時点で、100歳を超えて
　　いる方（接種は平成27年3月31日まで）
【接種費用】無料　【接種場所】市内の医療機関
〇該当する方には、別途通知
○上記以外の65歳以上の方は、①の年齢到達時に接種
　を実施していきますが、今年度中に接種を希望する
　場合は、任意接種の一部助成制度をご利用ください。
【問い合わせ】健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121


