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【とき】3月 14日（土）
　①午後 2時～ ②午後 6時 30分～
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】117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可　
【出演】吉永小百合、阿部寛、竹内結子、笑福亭鶴瓶ほか

 【申し込み・問い合わせ】文化課
　☎ 83-7731  FAX 83-4070（日・月曜・祝日休）

映画映画 ふしぎな岬の物語

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
植木剪定講習会植木剪定講習会のの参加者募集参加者募集
【とき】3月 17日（火）・18日（水）
　午前 9 時 30分～午後 4時
【ところ】井頭温泉チャットパレス
【対象】60歳以上の市民の方　先着 20人
【内容】講義（植木剪定の基礎知識）、剪定実技
【参加料】1,000 円（テキスト代）
【持ち物等】作業に適した服装、剪定に使用する道
　具類（剪定ばさみ、刈込みばさみ、はしご、ヘル
　メット、安全ベルト等）、昼食（弁当）
【申し込み】3月 9日（月）までに下記へ申し込み
　ください。
【申し込み・問い合わせ】
　公益社団法人　真岡市シルバー人材センター
　☎ 84-1110　FAX 84-1109

【とき】3月 16日 (月 )午前 9時～午後0時 30分
　予定（午前 8時 50分から受付）
【ところ】市公民館 第 2会議室
【対象】69歳までの市民の方で、糖尿病治療中の方、
　またはその家族の方　先着 25人
【内容】糖尿病のおさらい講話、栄養士講話、調理
　実習（日程の詳細については後日送付予定）
　★メニュー ～ごはんを入れても 460kcal ～
　　・ノンフライとんかつ
　　・きのこと青菜の彩りあえ物
　　・こんにゃくと季節の野菜の
　　　カルパッチョ仕立て
【参加料】無料
【持ち物】持ち帰り用の容器（必須）、エプロン、
　三角巾、ふきん、手拭き用のタオル、筆記用具、
　糖尿病手帳

すぐできる！すぐできる！
毎日毎日のの糖尿病ごはんセミナー糖尿病ごはんセミナー
　糖尿病の食事療法は、毎日３食・365 日、自分
で行うことのできる治療法です。食事に気を遣って
いるつもりでも、実は間違った食べ方をしているか
もしれません。「食事療法が大変」「家族が糖尿病だ
けど、どんな食事を作ったらいいか分からない」と
いう方にこそ参加してほしいセミナーです。

※画像はイメージです※画像はイメージです

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

堆肥を無料配布します堆肥を無料配布します
　公園や街路の樹木を剪定した枝と、草や落ち葉を
混ぜて発酵させ、1年程度置いて堆肥化させたもの
です。真岡市民でご希望の方に無料で配布します。
【配布期間】３月16日（月）～18日（水）完全予約制
　午前９時30分～11時30分、午後1時30分～３時30分
※各自で手積みとなりますので、スコップとビニ
　ール袋等をご用意ください。
【配布場所】西田井グリーンセンター（西田井1365）
【予約方法】下記窓口へ電話で申し込みください。
【予約受付期間】3月 9日（月）～ 13日（金）
　午前 9時～午後 5時
【注意事項】
　・堆肥がなくなり次第終了となります。
　・１人１回限りで、量は軽トラック１台までとし
　　ます。

【申し込み・問い合わせ】
 都市計画課維持管理係  ☎ 83-8724  FAX83-6240
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プラネタリウム３月の案内
【とき】7日（土）①午前 11時から
　②午後 1時 30分から　※途中入場不可
【内容】当日の星座解説、冬番組「おたすけじぞう」
　（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分前から観覧券発売）

【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611

3 月 1日（日）～ 7日（土）3月 1日（日）～ 7日（土）

子ども予防接種週間子ども予防接種週間
　4月からの入学入園に備え、必要な予防接種を済
ませ、病気にかからないようにしましょう。
　予防接種の事前予約や、ワクチンの確認
などについては、直接市内の医療機関に
問い合わせください。
■子ども予防接種週間 実施医療機関
　飯野医院、いとう医院、岡田・小松崎クリニック、金
子医院、上河原医院、柴小児科、杉山内科医院、田井の
里クリニック、高橋内科クリニック、なかむらこどもク
リニック、西真岡こどもクリニック、真岡西部クリニッ
ク、真岡病院、真岡メディカルクリニック、深谷医院

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

とちぎジョブモールとちぎジョブモール
巡回相談会の開催巡回相談会の開催

　求職者の就職促進を図るため、「とちぎジョブモー
ル」の就労総合相談員と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】3月19日（木）
　①CADの基礎知識セミナー：午前10時30分～正午
　②キャリアカウンセリング：午後 1時～ 4時
　③総合相談：午後 1時～ 4時
【ところ】にのみや商工会（真岡市久下田 848-5）
【内容】
　①CADの基礎知識（講師：ランスタッド㈱エン
　　ジニア推進部　勝政 美奈子 氏 )
　②就職活動へのアドバイス、適職診断、履歴書の
　　書き方など
　③就職や生活に関する悩みへのアドバイスなど
【参加方法】①と②については、事前予約が必要です。
　（市商工観光課勤労者係に申し込みください）③につ
　いては、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 FAX83-0199
　栃木県宇都宮労政事務所  ☎ 028-626-3053

定例使用団体による定例使用団体による作品展示会作品展示会
　真岡市公民館・青年女性会館で活動している定例
使用団体の活動紹介および作品展示会を開催しま
す。それぞれの団体の会員が、これまで
学んできた成果を発表しますので、ぜひ
ご来場ください。
【とき】3月 13日（金）～ 16日（月）
　午前 9時～午後 4時
【ところ】久保講堂
【参加団体】スマ・切り絵クラブ、絵手紙「オリーブ
　の会」「あすなろ」「すみれ」、水彩画教室「レモン
　の会」「柚子の会」「かりんの会」、真岡短歌会、パッ
　チワーク愛好会、詩愛好会「雲」、かなフォーラム
　「萌香社」、アレンジメントフラワー「あれこれ草」、
　あおぞらデッサン会、押し花サークル「あじさい」

【問い合わせ】  生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070

公民館・青年女性会館

赤い羽根募金のベンチ赤い羽根募金のベンチをを配布配布
　高齢者や子どもたちのために「赤い羽根名入りの
ベンチ」を配布します。
【置き場所】公園、ゲートボール場、ミニ運動場など
【台数】各自治会 1台程度
　※数に限りがありますので、しばらく申請のなかっ
　　た地区を優先します。
【申請方法】区長さんを通して、下記まで申請書を
　提出してください。（後日、配布日時を連絡します）
【申込期限】3月 20日（金）
【その他】ベンチの維持・管理については申請者が
　責任を持ってください。
【申し込み・問い合わせ】  社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX 82-5516

真岡の史跡を訪ねる会の発表会真岡の史跡を訪ねる会の発表会
真岡の礎を築いた芳賀500年の真岡の礎を築いた芳賀500年の
歩み～ゆかりの史跡を訪ねて～歩み～ゆかりの史跡を訪ねて～
　初心者向けに、真岡の歴史や史跡を分かりやすく
紹介します。入場無料、どなたでも参加できます。
【とき】3月 7日（土）午後 2時から
【ところ】市立図書館 2階会議室

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
 http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

機織技術者養成講座機織技術者養成講座開講開講
　真岡商工会議所では、4月から開講する「第 12
期生機織技術者養成講座」の受講生を募集します。
講座終了後も、真岡木綿機織技術者として製品製作
に携わるとともに、伝統を受け継いでいただける方
の応募をお待ちしています。
【募集人員】5人
【資格】織りに対して意欲のある方で、真岡市また
　は芳賀郡内等（会場から車で 30分の距離）に居
　住している 20～ 50歳の方
【講習期間】1年（平成 27年 4月開講予定）
　原則として毎週水・木・金・土曜日の午前 10時
　～午後 3時
【会場】真岡りす村ふれあいの里内「真岡もめん工房」
【講師】栃木県伝統工芸士、真岡市技術認定者
【受講料】材料代と糸車代を自己負担
【申込期限】3月 15 日（日）までに下記へ申し込
　みください。
【その他】後日、個人面接を行います。日時は追っ
　て連絡します。
【申し込み・問い合わせ】  真岡木綿会館
　☎ 83-2560 FAX 85-8159

第 12 期生 受講者募集

【募集期限】3 月 20日（金）まで

【申し込み・問い合わせ】  学校教育課庶務係
　☎ 83-8180 FAX 83-8080

【共通条件等】学習成績、世帯の収入、市税の完納など
　の条件、連帯保証人２人必要です。※詳細問い合わせ

≪修 学 資 金≫【募集人員】全体で 25人以内
【資格】本市に 1年以上住所を有し、品行が正しく
　健康な方で、高等学校、高等専門学校、短期大学、
　大学、専修学校（2年以上の専門課程）、福祉、医療、
　看護教育を行う各種学校（高校卒業者）に在学ま
　たは入学しようとする方※在学のため他市に住
　所を移した方も対象
【貸付額】高等学校、高等専門学校 : 月額 20,000 円、
　大学等 : 月額 40,000 円（年 4回に分け貸与、初
　回振込 5月末）
【貸付期間】在学する学校の正規の最短修業期間
【返還】卒業後 2年経過後、貸与した年数の 2.5 倍
　に相当する期間内に、半年賦による均等払い
≪入 学 資 金≫【募集人員】全体で 5人
【資格】本市に1年以上住所を有し、短期大学、大学、
　専修学校（2年以上の専門課程）、福祉、医療、看
　護教育を行う各種学校（高校卒業者）に入学しよう
　とする方の保護者
【貸付額】300,000 円（振込は 5月末）
【返還】貸与した年から 3年間で、半年賦による均等払い

平成27年度平成27年度 真岡市奨学生真岡市奨学生をを募募集集
　経済的理由により入学・修学が困難な優秀な生徒・
学生に学資等を貸与し、広く、有能な人材を育成す
ることを目的としています。

修学・入学資金を無利子で貸付

3月に 70 歳を迎える方へ3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

　3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 20年 3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（交付窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。3月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 1枚（3月分）です。

【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係 ☎83-8195 FAX82-2340


