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道路上に張り出している樹木の管理をお願いします道路上に張り出している樹木の管理をお願いします
　道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラ

私有地 道路

境界を越えた部分は、
剪定・伐採等を行い
ましょう。

境 界

【問い合わせ】建設課維持係 ☎83-8148 FAX83-6240

ー等が見えにくくなるなど、交通事故の原因となり
ます。
　私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理
物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した庭
木や生垣、山林・空地等の草木が原因 (倒木、枝の
落下等 )で、けがや物品の損傷を招く事故が発生し
た場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があ
ります。
　通行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご
確認の上、所有者の責任において、剪定・伐採等、
適切に管理いただきますようお願いします。

市営墓地の公募市営墓地の公募
　墓地の返還に伴い、次のとおり公募します。
◆熊倉墓地
種別 区画数 永代使用料 管理手数料
第 2種 1区画 103,000 円 1,240 円／年

【申込資格】下記の条件を全て満たす方
　①市内に引き続き 6カ月以上住所を有する方
　②世帯全員が市税を完納している方
　③遺骨を所有し、すぐに墓地を必要としている方
【申込期間】7月13日（月）～27日（月）　※土・日・祝日を除く
【申込方法】次の必要書類を添えて環境課に提出
　真岡市営墓地使用許可申請書、市税完納証明（収
　税課に申請し、証明を受けてください）
　※書類は環境課に用意してあります。
【その他】申し込み多数の場合は、8月 7日（金）
　午前 10 時から抽選会を行います。申し込みさ  
　れた方には、別途通知します。（期間内に申し込
　みがない場合は、随時受付とします）
【申し込み・問い合わせ】
　環境課環境保全係  ☎ 83-8125  FAX 83-5896

市民市民
講座講座
絵本の中のケーキを絵本の中のケーキを
作って食べよう作って食べよう

【とき】8月 1日（土）、8月 2日（日）
各日午前 10時～正午　　　　
※１日のみの講座です。※１日のみの講座です。

【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、在園、在学している子と保護者【対象】市内在住、在園、在学している子と保護者
　各日先着 35人　各日先着 35人
【内容】家庭教育オピニオンリーダー会の皆さんによ【内容】家庭教育オピニオンリーダー会の皆さんによ
　る絵本の読み聞かせと工作、絵本に出てきたケー　る絵本の読み聞かせと工作、絵本に出てきたケー
　キとアイスを親子で作ります。　キとアイスを親子で作ります。
【受講料】500 円程度（ミニケーキ1個とアイスの材料代）【受講料】500 円程度（ミニケーキ1個とアイスの材料代）
　　※ケーキ350 円、アイス150 円で追加可能※ケーキ350 円、アイス150 円で追加可能
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、
【申し込み】7月14日（火）から電話、窓口または【申し込み】7月14日（火）から電話、窓口または
FAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）FAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）
申込時に参加希望日を選択してください。申込時に参加希望日を選択してください。
　※ FAXの場合は、参加者全員の氏名（ふりがな）、　※ FAXの場合は、参加者全員の氏名（ふりがな）、
　住所、電話番号、年齢（学年等）、性別、ケー　住所、電話番号、年齢（学年等）、性別、ケー
　キとアイスの個数を明記　キとアイスの個数を明記

【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）

科学教育センター夏休み科学教育センター夏休みのの案内案内
夏休みセンター特別公開夏休みセンター特別公開

【一般公開期間】8月 2日 ( 日 ) ～ 9日 ( 日 )
【開館時間】9:00 ～正午、13:00 ～ 16:00
★ミニ科学の広場★
①スライムづくり
   【とき】8月 4日 (火 )午前の部、6日 (木 )午後の部
②発泡入浴剤づくり
　【とき】8月4日 (火 )午後の部、6日 (木 )午前の部
③化石レプリカづくり
　【とき】8月8日 (土 )午後の部、9日 (日 )午後の部
≪①②③共通事項≫
　【開催時間】
　　午前の部…① 9:40 ～ ② 10:30 ～ ③ 11:20 ～
　　午後の部…① 13:40 ～ ② 14:30 ～ ③ 15:20 ～
　【入場券】当日受付ブースで入場券販売
　　　午前の部…9:00 ～、午後の部…13:00 ～
　【定員】各回15人 (小学3年生以下は保護者同伴 )
　【参加料】1人 50円
★ものづくり教室★
　身近なものを使っておもちゃ (磁化花、方位磁石
　トンボなど )を作ります。
　【とき】8月3日（月）、5日 (水 )、7日 (金 )　
　　①9:40～ ② 10:30～ ③ 11:20～ ④ 13:40～
　　⑤14:30～ ⑥ 15:20～
　【入場券】当日受付ブースで入場券配布
　　午前の部…9:00 ～、午後の部…13:00 ～
　【定員】各回15人(小学3年生以下は保護者同伴)
　【参加料】無料
★簡単ものづくり体験★簡単なおもちゃを作ります。
　【とき】午前の部…9:00 ～ 11:30
　　午後の部…13:00 ～ 15:30（期日中毎日）
　【参加料】無料
★ミニショー★液体窒素を使ったショーを行います。
　【とき】期間中毎日 15:30 ～【参加料】無料

夏休みのプラネタリウム夏休みのプラネタリウム
【とき】期間中毎日　① 11:00 ～ ② 13:30 ～
【内容】当日の星座解説、夏番組「双子の星」当日の星座解説、夏番組「双子の星」
【観覧料】高校生以上 200円、中学生まで 100円、
　3歳以下無料
LET'S サイエンスショー「ひかりのふ・し・ぎ」LET'S サイエンスショー「ひかりのふ・し・ぎ」

【とき】8月 2日（日）　※事前電話申込必要
　① 9:30 ～ ② 14:30 ～（各回 15分前受付開始）
【対象】どなたでも参加できます。各回約40人
　(小学 3年生以下保護者同伴 )【参加料】無料
【内容】ひかりのふしぎにせまります。
【申し込み】7月 27日 ( 月 ) ～ 28日 ( 火 )
科学の広場 親子実験「親子でつくろうLEDの灯り」科学の広場 親子実験「親子でつくろうLEDの灯り」
【とき】8月8日 (土 )、9日 (日 )※事前電話申込必要
　9:30 ～ 11:30
【対象】小・中学生と保護者　各日先着 20組
【内容】LEDを使った実験とおしゃれなランタンを作ります。
【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】7月 29日 ( 水 ) ～ 7月 31日 ( 金 )
【申し込み・問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

【とき】8月 1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】1時間 57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
【出演】有村架純、伊藤淳史、吉田羊、田中哲司ほか
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

映画映画「ビリギャル」

【ところ】久保記念観光文化交流館
観光まちづくりセンター

■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】 18 日（土）
　午後 2時から　【入場料】無料
■竹貼り画教室（竹真会）
【とき】 23 日（木）
　午前 9時 30分から　【料金】1,500 円
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】19日（日）午前 11時～【入場料】無料

 7 月 7 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）
真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

KONISHIKIハワイアンコンサートKONISHIKIハワイアンコンサート
【とき】7月18日（土）　午後4時開演　3時30分開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 3,000 円（前売り・当日とも）
　※未就学児入場不可
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
【チケット発売日】
　◆一般発売　現在発売中　※各発売日、並び状況　
　により時間前に整理券を配布することがあります。
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30～17:15、
日・月曜・祝日休み）　㈲暮田商会 ☎ 82-2611　
㈲えびはら ☎ 74-0075　金子電機真岡店 ☎ 82-
1200　FKDショッピングモール宇都宮インター
パーク店　2階 ☎ 028-657-6534

【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

第 21 回第 21 回  全国報徳サミット全国報徳サミット
豊頃町大会 参加者募集豊頃町大会 参加者募集

　二宮尊徳ゆかりの全国 17市町村が一堂に集い、
報徳仕法を学び、教えを受け継いでいます。全国報
徳サミット豊頃町大会の参加者を募集します。
【とき】10月 9日（金）～ 11日（日）2泊 3日
【ところ】北海道豊頃町　【対象】市民の方　先着20人
【費用】実費負担およそ 11万円（予定）
　※真岡～羽田空港間はバスで送迎
【申込期間】7月 10日（金）～ 7月 24日（金）

第 21回全国報徳サミット 豊頃町大会第 21回全国報徳サミット 豊頃町大会
【とき】10月 10日（土）午後予定
【内容】基調講演、パネルディスカッション、大会宣言
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

図書館図書館ボランティア ボランティア 随時募集随時募集
【内容】本棚の整理、本の修理や汚れ落とし、ＣＤ
　の音飛びやビデオ・ＤＶＤの映像異常の確認、図
書館で開催するイベントのお手伝いや飾りの作
成・飾り付けなど、館内美化活動（落ち葉掃き、
草むしり、花の手入れなど）

【募集要件】図書館に関心のある市民の方で、無償
で活動していただける方、趣味を活かしたい方、
司書資格を持っている・取得を目指している方、
図書館勤務経験者、イベントなどがお好きな方
　　※活動日の指定なし、都合の良い日で可
【申し込み】電話または図書館カウンターで申し込みください。【申し込み】電話または図書館カウンターで申し込みください。

ボランティア説明会ボランティア説明会
　　ボランティア活動の説明やその場で登録も行います。ボランティア活動の説明やその場で登録も行います。
【とき】7月 11日（土）午前 10時から【とき】7月 11日（土）午前 10時から
【ところ】市立図書館　2階会議室【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）

第 32 回真岡井頭マラソン大会第 32 回真岡井頭マラソン大会
ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集

　10月4日（日）に開催する「第32回真岡井頭マラ
ソン大会」のボランティアスタッフを募集しています。
【対象】高校生以上の方 （性別・年齢不問）　20人
【内容】給水の手伝いなど
【申し込み】8月7日（金）までに下記へ申し込みください。
【問い合わせ】真岡井頭マラソン大会実行委員会
  （総合体育館内）　☎ 84-2811 FAX84-6258
　Eメール  sports@city.moka.lg.jp　

真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業

ダンス（スイングジルバ）ダンス（スイングジルバ）教室教室
　小学生から高齢者まで、誰でも簡単に、楽しく覚え
られるラテン系ダンスの教室です。日本体育協会の指
導員資格を持つダンスのスペシャリストが指導します。
【とき】7月 20日（月）、30日（木）
　午前9時30分～10時30分　※2回連続の教室です
【ところ】山前農村環境改善センター 多目的ホール
【対象】小学 1年生から高齢者の方まで
　先着 30人（男子 15人、女子 15人）
【参加料】1人200円(初日に会場でお支払いください)
　※真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員
　　会会員の方は無料
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、タオル等
【申し込み】7月 16日 ( 木 ) まで
　電話（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　またはＦＡＸ・Eメールで申し込みください。　
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
（スポーツ振興課内）  ☎ 84-2811  FAX84-6258
※FAX・Eメールの場合は氏名・住所・電話番号、学年（年齢）、性別を明記

～真岡市適応指導教室～

夏休み中夏休み中のの教育相談教育相談
【とき】7月 21日（火）～ 23日（木）
　午前 10時～正午、午後 1時～ 3時
　※上記以外でも相談を受け付けますが、事前に電
　　話連絡をいただき、相談日と時間を決定します。
【ところ】真岡市適応指導教室（もおかライブリー教室）
　〒321-4325真岡市田町1344（青年女性会館内）
【相談内容】お子さまの教育で、困っていることや悩ん
　でいることなど(お子さまからの相談も受け付けます)
【相談方法】電話相談、来室相談
【申し込み・問い合わせ】真岡市適応指導教室
（もおかライブリー教室）☎ 83-9488（FAX 兼用）


