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根本山しぜん体験教室 
キケンな虫や草をおぼえようキケンな虫や草をおぼえよう
　触ってはいけない虫や植物を観察し、自分の身の守り
方と、それらの生き物との付き合い方を覚えましょう。
【とき】6月20日（土）午前9時30分～11時30分※小雨決行
【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。（小学 4年生以下      
　は保護者同伴）先着 20人
【持ち物等】長袖、長ズボン、運動靴、帽子、タオル、飲み物
【申し込み】6月6日(土)午前8時30分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター 
　☎ 83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

6 月に 70 歳を迎える方へ6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

　6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 6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。6月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 10枚（6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】真岡市観光協会  ☎82-2012（FAX兼）

　　　　　 もおか観光コンシェルジュ   
 　ガイドツアー 　ガイドツアー

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、「びわ市」開催に合わせてガイドを実施します。
久保記念観光文化交流館を拠点としたオリジナルガイ
ドコースで、新たな真岡の魅力を発見してみませんか。
【とき】6月14日（日）午前10時～午後2時（随時受付）
【受付場所】久保記念観光文化交流館
【参加料】無料　【所要時間】1時間～ 1時間 30分
【参加方法】事前予約または当日申し込み

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
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会

【とき】6月 19日（金）午前 9時 30分開始
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】草むしり、大工仕事、屋内外清掃、家事援助など
【その他】入会書類がありますので、6 月 16 日（火）
　までに下記へお越しください。
【申し込み・問い合わせ】
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　

宿泊利用料金の一部宿泊利用料金の一部をを助成助成
　市では、中小企業勤労者の皆さまの福利厚生を支
援するために、市と協定を結んだ施設の利用料金の
一部を助成する「真岡市中小企業勤労者元気アップ
支援事業」を実施していますので、ご利用ください。
【対象者】従業員 300 人以下の市内事業所に常時
　勤務する方およびその被扶養者（事業主除く）
【助成内容】1人3,000円分の助成券を発行します。
　助成券の交付は、1人につき年度 1回です。
【手続き】利用者が、下記の協定施設への予約後、
市商工観光課へ助成券の申請をしてください。（申
請書は市商工観光課に用意してあります。市の
ホームページからも印刷できます）助成券を交付
しますので、チェックインの際に受付に提出して
ください。※予約時に当制度を利用する旨を伝
えてください。

【協定施設一覧】
場　所 施設名 電話番号

栃木県真岡市 井頭温泉チャットパレス ☎0285-80-3311
〃益子町 益子館 ☎0285-72-7777

　〃日光市

日光ぐりーんほてる ☎0288-54-2002
奥の院ほてるとく川 ☎0288-53-3200
ホテルナチュラル
ガーデン日光 ☎0288-50-3070

　〃日光市
（鬼怒川温泉）

きぬ川ホテル三日月 ☎0288-77-2611
鬼怒川観光ホテル ☎0288-77-1101

　〃那須町

ホテルビューパレス ☎0287-76-1111
松川屋那須高原ホテル ☎0287-76-3131
TOWAピュアコテージ ☎0287-78-1164
ホテルサンバレー那須 ☎0287-76-3800

〃那須塩原市 ホテルニュー塩原 ☎0287-32-2611
茨城県阿字ヶ浦 旅館えいらく ☎029-265-7549

　〃　大洗町 大洗パークホテル ☎029-267-2171
大洗ホテル ☎029-267-2151

　〃　高萩市 セントラルホテル高萩 ☎0293-24-3366
　〃　北茨城市 セントラルホテル磯原 ☎0293-42-8111
福島県福島市飯坂町 旅館湯乃家 ☎024-542-3333
福島県郡山市熱海町 ホテル華の湯 ☎024-984-3333
群馬県渋川市伊香保町 ホテル木暮 ☎0279-72-2701
群馬県草津町 ホテル櫻井 ☎0279-88-3211
千葉県鴨川市 鴨川館 ☎04-7093-4111

新潟県新発田市 白玉の湯　泉慶 ☎0254-32-1111
白玉の湯　華鳳 ☎0254-32-1515

宮城県大崎市 鳴子観光ホテル ☎0299-83-2333
長野県山ノ内町 志賀高原の家グリーン ☎0269-34-2552
神奈川県箱根町 箱根湯本温泉 天成園 ☎0460-83-8500
東京都浅草 浅草ビューホテル ☎03-5828-4426

【問い合わせ】商工観光課勤労者係 ☎83-8134 FAX 83-0199

介護予防介護予防
「いきいき脳げんき教室」「いきいき脳げんき教室」
　脳トレ体操のほか、食事やお口の健康についての
講話など、楽しみながら認知症を予防しましょう。
【開始日】6月22日（月）午前10時～11時30分
　（毎週月曜日、全 10回）
【ところ】市公民館　第 7会議室
【対象】以下の条件をすべて満たす市内在住の方　
　（定員 20人）
　① 65歳以上で介護保険サービス対象外の方
　②もの忘れの心配がある方
　③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 )
　④過去に「いきいき脳げんき教室」に参加したことのない方
【受講方法】
　①電話で福祉課に申し込む。
　②福祉課から送られる申込用紙に記入し、福祉課
　　窓口に持参。（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】6月12日(金)まで。定員になり次第締め切り。
【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

市民市民
講座講座 竹はり画講座竹はり画講座
　竹を使って仕上げる工芸品で、焼き付けすること
で陰影を出し、立体的な作品を 2作品製作します。
【とき】7月14日～8月 11日（毎週火曜日、全5回）
　午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着15人【対象】市内在住または勤務の方　先着15人
【受講料】3,500 円（材料代）【受講料】3,500 円（材料代）
【持ち物】新聞紙 3枚、はさみ、鉛筆、赤鉛筆、のり、【持ち物】新聞紙 3枚、はさみ、鉛筆、赤鉛筆、のり、
木工用ボンド、剪定はさみ、ナイフ木工用ボンド、剪定はさみ、ナイフ

【申し込み】6月 9日（火）から電話または FAXに【申し込み】6月 9日（火）から電話または FAXに
て受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）て受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）
　FAXは氏名・住所・電話番号を明記

～がん検診推進事業～
利用しましょう利用しましょう

大腸がん検診無料クーポン券大腸がん検診無料クーポン券
次の生年月日に該当する方は、クーポン券の利用で1
回に限り、市で実施する大腸がん検診を無料で受診で
きます。対象の方には「無料クーポン券」を郵送しま
した。ぜひこの機会に受診しましょう。受診日等決まっ
ていますので、電話等でお申し込みください。

生年月日
昭和 49年 4月 2日～昭和 50年 4月 1日
昭和 44年 4月 2日～昭和 45年 4月 1日
昭和 39年 4月 2日～昭和 40年 4月 1日
昭和 34年 4月 2日～昭和 35年 4月 1日
昭和 29年 4月 2日～昭和 30年 4月 1日

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係　☎83-8122

21 歳・41歳を迎える女性の方

女性がん検診無料クーポン券を送付女性がん検診無料クーポン券を送付
　次の年齢の方は、クーポン券の利用で年度内 1
回に限り、真岡市で実施している女性がん検診（子
宮がん・乳がん）の自己負担金が無料になります。対
象者の方には、5月末頃に無料クーポン券をお送りし
ましたので、ぜひこの機会に受診をしてください。実
施期間内に早めの受診をお願いします。

対象となる生年月日 年齢

子宮がん 平成 6年 4月 2日～
平成 7年 4月 1日 21歳

乳がん 昭和 49年 4月 2日～
昭和 50年 4月 1日 41歳

【実施期限】平成 28年 2月 29日（月）まで

【問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

市民市民
講座講座

めざせ“太鼓の達人”めざせ“太鼓の達人”
小学生親子の和太鼓教室小学生親子の和太鼓教室

　親子で和太鼓を体験し、練習の成果を８月 29日
開催予定の「尊徳夏まつり」で披露します。
【とき】7月 5日（日）、8月 2日（日）、8日（土）、
　23日（日）全 4回　午前 10時～正午10時～正午
【ところ】生涯学習館　【ところ】生涯学習館　【受講料】無料
【対象】市内の小学 3～ 6 年生の親子　【対象】市内の小学 3～ 6 年生の親子　
　定員10 組　※定員超えの場合抽選　定員10 組　※定員超えの場合抽選
【持ち物等】運動しやすい服装、【持ち物等】運動しやすい服装、
　体育館シューズ、タオル、飲み物　体育館シューズ、タオル、飲み物
【申し込み】6月 5日（金）～22日 (月 )電話受付【申し込み】6月 5日（金）～22日 (月 )電話受付
　（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】生涯学習課生涯学習係　
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

  「朝どり野菜の軽トラ市」参加者募集「朝どり野菜の軽トラ市」参加者募集
　ＳＬキューロク館の夏の風物詩「第 2回ほおずき　ＳＬキューロク館の夏の風物詩「第 2回ほおずき
市」、「子ども縁日」にて、朝どり野菜を軽トラック市」、「子ども縁日」にて、朝どり野菜を軽トラック
で販売する「軽トラ市」を実施します。あなたの自で販売する「軽トラ市」を実施します。あなたの自
慢の野菜を販売しませんか。慢の野菜を販売しませんか。
【とき】7月 12日（日）【とき】7月 12日（日）
　午前 8時～ 11時　午前 8時～ 11時
【募集内容】朝どり野菜を直接販売する【募集内容】朝どり野菜を直接販売する
　「軽トラ」10台（10店舗）　【出店料】無料　「軽トラ」10台（10店舗）　【出店料】無料
【申し込み】6月 30日（火）まで。【申し込み】6月 30日（火）まで。電話（平日午前
　8時 30分～午後5時）でお申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
　真岡鐡道株式会社　総務課　☎ 84-2911 

●平成 27年度 1万人プールスタッフの募集
【職種】①プール監視係 ②遊具貸出係 ③ロッカー
係 ④機械係 ⑤駐車場係 ⑥出札係・改札係 ⑦看護
師（要資格者）【期間】7/16（木）～8/31（月）
【勤務時間】①～③、⑥⑦ 8:30 ～ 17:30（※③：
繁忙日残業有、⑥：16:30 までの勤務日あり）、④
8:00 ～ 17:30、⑤ 8:00 ～ 17:00【賃金等】①時
給890円 ②～⑥810円 ⑦ 1,150円、通勤手当（自
動車等による通勤）　※台風、大雨等でプールを
途中閉鎖する場合には、出勤時間により賃金を支
給します。 【賃金支給日】8/10（7月分）、9/10
（8月分） 足利銀行口座振込【面接日】6/12（金）・
13日（土）・14日（日）10:00 ～ 15:00 ※採用
不採用通知は6/26（金）までに発送【問い合わせ】
井頭公園管理事務所☎83-3121

●放送大学 10月生募集
放送大学では、平成27年度第2学期（10月入学）
の学生を募集しています。放送大学はテレビ等の放
送やインターネットを利用して授業を行う通信制
の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、
学びを楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代、
職業の方が学んでいます。心理学・福祉・経済・歴史・
文学・自然科学など、幅広い分野を学べます。資料
を無料で差し上げています。お気軽に下記までご請
求ください。放送大学ホームページでも受け付けて
おります。【出願期間】第1回：8/31まで、第2回：
9/20まで【問い合わせ】放送大学栃木学習センター
☎028-632-0572

●全国一斉「子どもの人権110番」電話相談解説
宇都宮地方法務局と栃木県人権擁護委員連合会で
は、子どもをめぐる様々な人権問題に積極的に取
り組むことを目的に、本年 6月 22 日（月）から
6月 28 日（日）の 1週間を全国一斉「子どもの
人権 110 番」強化週間として、いじめ、いやが
らせ、強制・強要、暴行・虐待等、様々な子ども
の人権問題をめぐる相談に応じますので、悩みを
持った児童・生徒及び保護者の方は気軽にご相談
ください。なお、強化週間は、子どもの人権問題
に特に詳しい人権擁護委員が担当する予定ですの
で、安心してご相談ください。【期間】6/22（月）
～ 6/28（日）8:30 ～ 19:00（土・日は 10:00 ～
17:00）【実施機関】宇都宮地方法務局　栃木県人
権擁護委員連合会【問い合わせ】「子どもの人権
110 番」全国共通番号（フリーダイヤル）0120-
007-110

みんなのひろば


