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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】機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

公民館・青年女性会館
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

鬼怒水辺観察センター主催写真展鬼怒水辺観察センター主催写真展
身近な鳥・トンボの写真身近な鳥・トンボの写真
　身近な生き物たちのいきいきとした写真を展示し
ています。入場料は無料です。
【とき】3月 22日（日）までのうち、　水・土・日曜・【とき】3月 22日（日）までのうち、　水・土・日曜・
　祝日　午前 9時～午後 3時　祝日　午前 9時～午後 3時
【ところ】鬼怒水辺観察センター【ところ】鬼怒水辺観察センター
　（国土交通省インフォメーションセンター）　（国土交通省インフォメーションセンター）

【問い合わせ】鬼怒水辺観察センター  ☎84-6439 
　FAX 84-3312（月・火・木・金曜休み※祝日除く）

平成 26年 12 月 1日から平成 26 年 12 月 1日から
「児童扶養手当法」「児童扶養手当法」のの一部一部がが改正改正になりましたになりました
　これまで公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年
金、労災年金、遺族補償など）を受給する方は、児
童扶養手当を受給できませんでしたが、平成 26年
12 月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方
は、その差額分の児童扶養手当を受給できるように
なりました。
【新たに受給するための手続き】児童扶養手当を受
給するためには、ご本人の申請が必要です。

【支給開始月】手当は申請の翌月分から支給開始と
なります。ただし、これまで公的年金を受給して
いたことにより児童扶養手当を受給できなかった
方のうち、平成 26年 12 月 1日に支給条件を満
たしている方が、平成 27年 3月までに申請した
場合は、平成 26 年 12 月分の手当から受給でき
ます。詳しい内容は児童家庭課までお問い合わせ
ください。

【申請先・問い合わせ】児童家庭課児童家庭係　
　☎ 83-8131 FAX 82-2340

　　　　　　ようこそ、　　　　　　ようこそ、
　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ

　　 3月　　 3月ののモオカの休日モオカの休日
◆ ◆  竹はり画作り竹はり画作り  ◆ ◆

【とき】3月 26日（木）午前 9時 30分から
【ところ】 観光まちづくりセンター 2階
　（久保記念観光文化交流館内）
【料金】1,500 円　【主催】竹真会

◆ ◆ 手編みのブローチ・ショール作り手編みのブローチ・ショール作り ◆ ◆
【とき】3月 29日（日）午前 10時から
【ところ】観光まちづくりセンター 2階
　（久保記念観光文化交流館内）
【内容・料金】
　・手編みのブローチ作り（子ども向け）150円
　・ショール作り（大人向け）1,400 円
【主催】友の会

【問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 82-2012（FAX兼）

タクシー券・温泉券等タクシー券・温泉券等のの受付受付をを4月4月からから開始開始しますします
  

  ①老人福祉タクシー券①老人福祉タクシー券
【対象】市内在住で65歳以上の高齢者のみの世帯で、自
　動車（普通 ･小型 ･軽・バイク）を所有していない世帯
【交付枚数】申請月から月 4枚の割合（年48枚まで）
【交付場所】福祉課高齢者福祉係または二宮支所福
　祉国保窓口係　【申請に必要なもの】印鑑

  ②高齢者井頭温泉券②高齢者井頭温泉券
【対象】市内在住の 70歳以上の方
※昭和 20年 4月 30日以前生まれの方
※平成27年5月以降に70歳を迎える方は、誕生
　月になりましたら福祉課高齢者福祉係または二
　宮支所福祉国保窓口係へ申請してください。

【交付枚数】申請月から月 1枚の割合（年12枚まで）
【交付日程と会場】下表の日程で交付します。
　交付時間：午前 9時～正午、午後 1時～ 4時

と　き と　こ　ろ

4月

3日（金） 中村農村環境改善センター

6日（月） 総合福祉保健センター
7日（火） 山前農村環境改善センター
8日（水） 大内農業構造改善センター
9日（木） 二宮コミュニティセンター

【申請に必要なもの】印鑑、申請書（送付されたはがき）
※各指定日に都合がつかない方は、指定日以外の
　日（4月 2日以降）に福祉課高齢者福祉係または
　二宮支所福祉国保窓口係で交付します。

  ③③介護手当受給者用井頭温泉券介護手当受給者用井頭温泉券
【対象】介護手当を受給している方【対象】介護手当を受給している方
【交付枚数】申請月から2カ月で1枚の割合（年6枚まで）【交付枚数】申請月から2カ月で1枚の割合（年6枚まで）
【交付場所】福祉課高齢者福祉係
【申請に必要なもの】印鑑

  ④高齢者等外出支援事業利用券④高齢者等外出支援事業利用券
　リフト付車両で外出する際に、利用することができます。　リフト付車両で外出する際に、利用することができます。
【対象】市内在住在宅の方で、寝たきり高齢者（要【対象】市内在住在宅の方で、寝たきり高齢者（要
　介護 4以上）、重度の身体障がい者（身障手帳 1・　介護 4以上）、重度の身体障がい者（身障手帳 1・
　2級）・知的障がい者（療育手帳A1･A2）の方　2級）・知的障がい者（療育手帳A1･A2）の方
【交付枚数】申請月から月 2枚の割合（年24枚まで）
【交付場所】福祉課高齢者福祉係
【申請に必要なもの】印鑑

【①～④ 申し込み・問い合わせ】
　福祉課高齢者福祉係 ☎ 83-8195 FAX82-2340

 ⑤障がい者福祉タクシー券 ⑤障がい者福祉タクシー券
【対象】市内在住在宅の方で、身障手帳1･2 級、療
　育手帳Ａ･Ａ1･Ａ2、精神保健福祉手帳1･2級の方
【交付枚数】申請月から月４枚の割合（年 48枚まで）
【交付場所】福祉課障害者福祉係または二宮支所福
　祉国保窓口係
【申請に必要なもの】印鑑、各障害者手帳

 ⑥障がい者井頭温泉券 ⑥障がい者井頭温泉券
【対象】市内在住在宅の方で、身障手帳１･２級、
　療育手帳Ａ ･Ａ１･Ａ２、精神保健福祉手帳１級
　の方は本人用と介護者用。身障手帳３級、療育手
　帳Ｂ１、精神保健福祉手帳 2級の方は本人用
※ 70歳以上の方の本人用は、高齢者井頭温泉券で
　の交付になります。
【交付枚数】申請月から月 1枚の割合（年 12枚まで）
【交付場所】福祉課障害者福祉係または二宮支所福
　祉国保窓口係
【申請に必要なもの】印鑑、各障害者手帳
【⑤・⑥ 申し込み・問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129 FAX82-2340

3 月3月のの図書館のイベント図書館のイベント
真岡市立図書館真岡市立図書館

★「講談社全国訪問おはなし隊」来館！
　絵本がたくさん乗っているキャラバン
カーが図書館にやってきます。
　【とき】14日（土）　※申し込み不要
　　①キャラバンカー見学：午後3時から
　　②おはなし会：午後 3時 35分から
　【ところ】①図書館玄関前　②図書館 2階会議室
★第 5回 春のかるた大会  
　【とき】29日（日）午後 2時～ 3時
　【ところ】図書館 2階会議室　【定員】16人
　【内容】百人一首、栃木かるた
　【申し込み】3月 13 日（金）から電話およびカ
　　ウンターで受付（定員になり次第締め切り）

【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
★ 16 ㎜フィルム特別映写会「かくれた偉者
　～富田高慶～」
　【とき】19日（木）午後 2時から（26分）
　【内容】二宮尊徳に弟子入りし、「御仕法」（行財
　　政計画）を学び、財政難に陥った相馬藩をよみ
　　がえらせた富田高慶の人間像を追います。

【問い合わせ】二宮図書館  ☎ 74-0286（月曜日休）

● 3Bキッズ体操の無料お試し体験を実施します
　ベルを使って音楽に合わせて体操します。ぜひ遊びに来
てください。※予約不要【とき】3/20（金）、27日（金）
15:00～16:00【ところ】工業団地管理協会体育館【対象】
3歳～小学2年生【その他】毎月第1・2・3金曜日に体操
をしています。見学も大歓迎。【問い合わせ】☎85-0143（田口）
●働く人のメンタルヘルス相談のお知らせ
　職場におけるストレスおよびメンタルヘルスの不調
を抱える方等に対し、産業カウンセラーが無料でカウ
ンセリング(面接相談または電話相談)を行います。【と
き】3/13（金）、4/10（金）、5/8（金）、6/12（金）
の 13:30 ～ 16:30【ところ】栃木県庁河内庁舎宇都宮
労政事務所 (宇都宮市竹林町1030-2)【申し込み】相
談日の3日前（土・日曜・祝日は除く）までに申し込
みください。(受付時間：平日8:30～17:15）※5/8（金）
の相談予約受付は 4/30（木）まで【申し込み・問い
合わせ】栃木県宇都宮労政事務所☎028-626-3053
●平成27年度「協会けんぽ」の保険料率のお知らせ
　中小企業等で働く方やそのご家族が加入している健
康保険「協会けんぽ栃木支部」の健康保険料率は据え
置きとなります。介護保険料率は平成27年5月納付分
より現行の1.72%から1.58%へ引き下げになります。
詳しい内容は全国健康保険協会ホームページ（http://
www.kyoukaikenpo.or.jp/）でご確認ください。【問い
合わせ】全国健康保険協会栃木支部☎028-616-1691

みんなのひろば

飾り箱作りを指導する飾り箱作りを指導する
活動指導ボランティア研修会活動指導ボランティア研修会
　小中学生に「飾り箱作り」の指導をしてみませんか。
【とき】3月 30日（月）午後 1時 30分～ 4時ごろ
【ところ】自然教育センター
【対象】小中学生への飾り箱作りの指導者として、　
　平日の昼間に活動できる成人の方　定員 10人
　※各自で本センターまでの往復ができる方に限る。
　（応募者多数の場合は抽選）
【内容】牛乳パックで箱の形を
　作り、表面に和紙等を貼り、
　仕上げる。
【参加料】無料
【持ち物等】活動しやすい服装

【申し込み・問い合わせ】平日午前 9時～午後 5時
自然教育センター ☎ 83-1277 FAX 83-1278

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
根本山ミス根本山ミステリーウォークテリーウォーク

　散策路のない林の中や、キツネやタヌキが通る「け
もの道」を歩きます。山歩きができる服装でお越し
ください。
【とき】3月 27日（金）午前 10時～正午午前 10時～正午
【ところ】根本山自然観察センター　【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止※雨天中止
【対象】5歳以上の方　先着 30人【対象】5歳以上の方　先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】歩きやすい服装、【持ち物等】歩きやすい服装、
　山歩きができる靴（長靴が便利）、帽子、飲み物　山歩きができる靴（長靴が便利）、帽子、飲み物
【参加料】無料【参加料】無料
【申し込み】3月 14日（土）から【申し込み】3月 14日（土）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時）　（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  FAX 83-4624  （月曜・祝日の翌日休み）


