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　ほっとステーション駅前館では、毎月健康講座を
開催しています。12月のテーマは「脳卒中予防の話」
です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【とき】12月 18日（木）午後 2時～ 3時
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅
　前館」（真岡駅東口）
【内容】脳卒中で介護の状態にならないために
【定員】15人
【問い合わせ】
健康増進課成人健康係☎83-8122　FAX83-8619

「まちなか保健室 ほっとステーション「まちなか保健室 ほっとステーション
駅前館」駅前館」でで健康講座健康講座をを開催開催しますします

          ～製造事業所の皆様へ～
        工業統計調査工業統計調査ににご協力ご協力をを

【問い合わせ】企画課統計係 ☎ 83-8109 FAX83-5896

　平成 26年工業統計調査を 12月 31 日現在で
実施します。
　工業統計調査は、日本の工業の実態を明らか
にすることを目的とした、統計法に基づく報告
義務がある統計調査です。
　調査結果は、工業関係の様々な計画や施策の
基礎資料として利活用されます。ご提出いただ
いた調査票の内容の秘密は厳守されますので、
正確なご記入をお願いします。
◆12月中旬から、対象事業所に調査員が調査票
をお持ちします。
◆調査員は「調査員証」を必ず携行しています。
◆ご記入いただいた内容は、統計作成の目的以
外に使用することはありません。

≪年末年始のごみ収集≫≪年末年始のごみ収集≫

【問い合わせ】環境課清掃係☎83-8126 FAX83-5896

きれいなまちづくりにご協力くださいきれいなまちづくりにご協力ください
12/2112/21（日）（日）年末市内一斉清掃年末市内一斉清掃
【実施内容】公共の場所（道路、河川、公園など）の
　空き缶、空きビン、紙くずなどの収集をお願いします。
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）②空き缶・空
　きビン ③雑草・木の枝 ④その他（４種類に分けて午
　前９時までに指定のステーションに出してください）
※もえるごみ、空き缶、空きビンは、必ず透明ま
たは半透明の袋に入れて出してください。

※もえるごみを入れる際に真岡市指定ごみ袋（黄色）およ
びボランティア袋（ピンク）は使用しないでください。
※雑草・木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れるか、
　袋に入らない場合は、束ねて縛ってから出してください。
【その他】雨天中止（順延なし）※中止の場合のみ、
　午前 7時に防災無線でお知らせします。

12月31日（水）から1月4日（日）は、ごみの収集はあ
りません。絶対にごみを出さないでください。

運動ビギナー大歓迎！仲間と楽しく脂肪燃焼！運動ビギナー大歓迎！仲間と楽しく脂肪燃焼！
すっきり！メタボ解消教室すっきり！メタボ解消教室
　最近体重が増えた、おなか周りが気になる、毎日
ウォーキングしているけど効果がでない…。そんな
方におすすめの運動教室です。健康的で理想的な体
づくりをしていきましょう。
【とき】平成27年1月5日、19日、2月9日、23日
午前9時～11時30分（各月曜日・全4回コース）

【ところ】井頭温泉チャットパレス内の研修室
【対象】下記のいずれかに該当する 40～ 70歳の市
民の方　先着 40人
　①去年よりも体重が増加した方、
　　おなか周りが気になる方
　②運動を始めたい方、運動している

が効果がなかなか出ない方
【講師】井頭温泉フィットネスインストラクター、
管理栄養士

【内容】筋力アップトレーニング、ストレッチ、ウォー
キングなどの実践、食事の講話
　※詳細については申込み後通知発送
【持ち物】室内用運動シューズ、タオル、飲み物、
計算機（携帯電話でも可）

【申し込み】12月 15日（月）午前８時 30分～
　12月26日（金）の期間で定員になり次第締め切り
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122　FAX83-8619

科学教育センター12月科学教育センター12月のの案内案内
★プラネタリウムクリスマス特別公開★
【とき】20日（土）
　午前 11時～、午後 1時 30分～
　※どちらも内容は同じです
【内容】クリスマスの夜空と冬の星座の
　物語（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）
　※途中入場不可
  【問い合わせ】
科学教育センター  ☎ 83-6611  FAX 83-6211

第第330 回0回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】12月21日（日）午前8時～11時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475番地）
【内容】
　・1,000 円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
（数量限定）

　・市場特製焼きソバ、北海道産特大ジャガバター
　・豆腐、ガンモなど手作り品販売
＜今月の目玉商品＞
　・お正月用品　お得なおせち用品セット、酢だこ、
泥ゴボウ特価

　・人気の銀鮭、旬のみかん、りんごの販売
　・シジミ汁の無料配布
　安心・安全な商品をご提供いたしますので、大勢
の皆様のご来場をお待ちしております。
【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX 84-0225

介護予防いきいき体操教室介護予防いきいき体操教室
　ボールを使用した運動やストレッチ等によって、
介護予防に取り組む教室です。
【開始日】
　★水曜コース：平成 27年 1月 7日（水）開始
　★金曜コース：平成 27年 1月 9日（金）開始
　　（週 1回・全 12回）
【時間】午前 10時 30分～正午　【定員】15人
【会場】真岡井頭温泉（送迎はありません。各自お
越しください。）

【内容】マットやボールを使ったストレッチ等
【対象】以下の条件を満たす方
① 65歳以上で、介護保険サービス対象外の方　
②主治医の了解が得られる方（診断書等の必要は
ありません）　③筋力の衰えを予防、改善したい
方　④本プログラムに初めて参加する方

【参加方法】①電話で福祉課に申し込む　②福祉課
から送られた申込用紙に記入し、窓口に持参する
（窓口持参時に、簡単な聞き取りあり）　③受講決
定通知を受け、参加する

【申し込み】電話申し込みは 12月 22日（月）まで
【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 FAX83-6335

みんなで楽しむみんなで楽しむ
第3回第3回  ショートテニス教室 ショートテニス教室 

【とき】平成27年 1月 17日（土）
午後1時30分～3時 30分

【ところ】総合体育館　【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】12月 17日（水）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】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

冬も元気に！冬も元気に！
わんぱく親子スポーツ教室 わんぱく親子スポーツ教室 
　親子でトランポリンやニュースポーツ（スポーツ吹
矢など）にチャレンジします。
【とき】平成 27年 1月 17日（土）
　午前 9時～正午
　※ 1回のみの教室となります
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内小学生とその保護者 先着 30組（60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】12月 17日（水）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。

市民市民
講座講座 たこづくり教室たこづくり教室
　赤城凧の会の講師指導のもと、手作り凧を作りま　赤城凧の会の講師指導のもと、手作り凧を作りま
す。手作り凧を作り、来年１月18日に開催される「にす。手作り凧を作り、来年１月18日に開催される「に
のみやたこあげ大会」に参加してみませんか。のみやたこあげ大会」に参加してみませんか。
【とき】平成 27年1月10日（土）　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】市内在住または市内在学の方（小学生以下【対象】市内在住または市内在学の方（小学生以下
は保護者同伴）　先着 20 組は保護者同伴）　先着 20 組

【持ち物】はさみ、鉛筆、定規、新聞紙、軍手【持ち物】はさみ、鉛筆、定規、新聞紙、軍手
【受講料】500円（材料代）【受講料】500円（材料代）
【申し込み】12月 16 日（火）から電話または下記【申し込み】12月 16 日（火）から電話または下記
窓口で受付（午前 8時 30分から午後 5時 15分）窓口で受付（午前 8時 30分から午後 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（日・月曜・祝日休）

※年末年始（12/27～1/4）は休館

すこやか赤ちゃん教室
【とき】平成 27年 1月 8日（木）
　午前 10時～ 11時 15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】平成26年 10月生まれの乳児と
　その保護者　各回　先着 15組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「予防
　接種の進め方」ほか
【持ち物】母子手帳、筆記用具、バスタオル 1枚、　
　こどもの健康Book
【申し込み】12月19日（金）午前9時から電話受付

【申し込み・問い合わせ】
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

　　 ～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】平成 27年 1月 17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】赤ちゃんの入浴方法、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】
12/19（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

真岡市ケーブルテレビ施設真岡市ケーブルテレビ施設
放送番組審議会委員を募集放送番組審議会委員を募集
　真岡市ケーブルテレビ施設放送番組審議会は、真
岡市ケーブルテレビ施設の自主放送番組の番組基準
の制定や放送番組の内容の適性を図るため、意見を
述べていただく機関です。より良い番組制作のため
にも、利用者の立場からの意見をお聞かせください。
【募集人数・条件】次の条件を満たす方　４人　
　　①年齢 20歳から 40歳程度の方
　　②市内に引き続き１年以上住所を有する方
　　③真岡市ケーブルテレビ施設に加入している方
　　④平日の昼間の審議会に出席できる方（年１回程度）
　※応募者多数の場合は選考
【任期】2年（平成27年2月1日～平成29年１月31日）
【謝礼】会議出席 1回につき 5,000 円
【応募方法】「私の考えるケーブルテレビ」について600
　字程度にまとめた作文と必要事項を記入した応募用紙
　を真岡市情報システム課宛て送付してください。
※募集要領および応募用紙はホームページでダウンロー
　ドできます。情報システム課でも配布しています。
※応募書類等は返却できませんので、ご了承ください。
【応募締切】12月 17日（水）
【提出先・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
真岡市総務部情報システム課地域情報係宛 ☎ 83-8496
FAX83-5896　Ｅメール jouhou@city.moka.lg.jp

久保記念観光文化交流館　美術品展示館久保記念観光文化交流館　美術品展示館
開館記念講演会開催開館記念講演会開催

　10月 23日にオープンした美術品展示館で現在公
開中の久保コレクションについて、専門家からわか
りやすく興味深く講演していただきます。
【とき】12月 14日（日）午後2時から
【ところ】青年女性会館　２階ホール【入場料】無料
【演題】久保貞次郎の贈り物―久保コレクションの
　豊かな可能性について　
【講師】栃木県立美術館　学芸課長　小勝禮子 氏　
【定員】100人
【問い合わせ】※下記窓口で整理券配布中
　文化課文化振興係　☎83-7731　FAX83-4070　
　久保記念観光文化交流館 ☎ 82-2012


