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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

8 月に 70 歳を迎える方へ8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

　8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 8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。8月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 8枚（8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

介護予防いきいき体操教室介護予防いきいき体操教室
【とき】9月 16日（水）から毎週水曜日（全 12回）
　午前 10時 30分～正午
【ところ】真岡井頭温泉 研修室
　※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】以下の条件を全て満たす方　定員 15 人　
①65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（診断書等は不要）③筋力の衰
えを予防、改善したい方 ④他の介護予防教室に重複
していない方で、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必要事項を記入し、窓口
　に持参する。（簡単な聞き取りあり）③受講決定
　通知を受け、参加する。8 月 28 日（金）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

根本山しぜん体験教室 夏休みクラフト
竹でけん玉を作ろう竹でけん玉を作ろう

　ノコギリやドリルを使って、竹でけん玉を作ります。
【とき】8月23日（日）午前9時30分～11時30分
　※雨天決行（制作は室内で行います）
【ところ】根本山自然観察センター　
【対象】どなたでも参加できます。先着 20人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、筆記用具、定規、はさみ
【申し込み】8月 9日（日）から電話受付
　(午前 8時 30分～午後 5時 )
【お知らせ】8 月 23 日（日）の野鳥クラフトの
　受付は、午後 1時からになります。

【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・祝日の翌日休み）

市民市民
講座講座 キッズ英会話講座（後期）キッズ英会話講座（後期）

【とき】9月6日、13日、27日、10月11日、18日
( 各日曜日、全 5回）　午前 10時～ 11時

【ところ】市公民館　【ところ】市公民館　
【対象】市内在住の平成21年4月2日～【対象】市内在住の平成21年4月2日～
　平成23年4月1日生まれの幼児とその　平成23年4月1日生まれの幼児とその
　保護者　定員20組　保護者　定員20組
　（定員を超えた場合は抽選）　（定員を超えた場合は抽選）
【受講料】無料【受講料】無料
【内容】英語での絵本の読み聞かせ、歌やゲーム、【内容】英語での絵本の読み聞かせ、歌やゲーム、
簡単な日常会話の習得。簡単な日常会話の習得。

【申し込み】8月 24日（月）まで【申し込み】8月 24日（月）まで
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　電話受付（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）

市民市民
講座講座

古典に親しもう古典に親しもう
『源氏物語』を読もう『源氏物語』を読もう

　柏木には葉守の神が宿るといいます。運命のいたず
らからの救いの道はあるのでしょうか。「柏木」の巻
を中心として、再び源氏物語を読みます。
【とき】9月 2日～ 11月 11日（各水曜日、全 10回）
　午前 10時～正午　【ところ】市公民館 午前 10時～正午　【ところ】市公民館 
【対象】市内在住または勤務の成人の方　40人程度【対象】市内在住または勤務の成人の方　40人程度
【講師】佐藤 務先生【講師】佐藤 務先生
【受講料】820円（文庫本代 岩波文庫『源氏物語（四）』）【受講料】820円（文庫本代 岩波文庫『源氏物語（四）』）
　※お持ちの方は購入不要　※お持ちの方は購入不要
【申し込み】8月17日（月）まで【申し込み】8月17日（月）まで
　　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　　※受講者本人が申し込みください。※受講者本人が申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151  FAX 83-4070（日曜日・祝日休）

健康的で理想的な体づくりをしよう！健康的で理想的な体づくりをしよう！
すっきり！メタボ解消セミナーすっきり！メタボ解消セミナー  
　自分の体の中のどの部分に脂肪がつきやすい
か、どの部分の筋肉が少ないかなどが分かります。
フィットネスインストラクターと一緒に、あなたに
合った効果的な運動を実践しませんか。
【とき】8月31日（月）、9月14日（月）、28日（月）、  
　10月15日 （木）（全4回コース）午前9時～11時30分
【ところ】井頭温泉チャットパレス
【対象】下記の全てに該当する市民40～64歳の方　
　先着 25人
　①去年よりもおおむね3kg以上増加した方
　②おなか周りや血圧、コレステロール、血糖値が気になる方
【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
　※詳細は申し込み後に通知を発送します。
【持ち物】運動シューズ、バスタオル、飲み物、
　計算機 ( 携帯電話でも可 )
【申し込み】8月 10日 (月 )～ 26日 (水 )まで　

【申し込み・問い合わせ】
健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619
E ﾒｰﾙ  kenkou@city.moka.lg.jp

市民市民
講座講座    オカリナ教室   オカリナ教室
　オカリナ演奏方法をマスターしてみませんか。
【とき】9月 11日、25日、10月 9日、23日、
　11月 13日、27日、12月 11日
　（全 7回、　第 2・4金曜日）
　午前 9時 30分～ 11時 30分　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料】15,000 円（オカリナ代）　【受講料】15,000 円（オカリナ代）　
　※個人所有のオカリナでも可　※個人所有のオカリナでも可
【申し込み】8月 11日（火）から電話または窓口【申し込み】8月 11日（火）から電話または窓口
　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

真岡ミュージカル真岡ミュージカル
第10回トリビュートミュージカル第10回トリビュートミュージカル  

【とき】① 8月 29日（土）
　開場：午後 5時 30分から　
　開演：午後 6時から
　② 8月 30日（日）
　開場：午後 2時から　
　開演：午後 2時 30分から
【ところ】市民会館大ホール
【入場料】高校生以上 1,500 円
　4歳から中学生まで 1,000 円
　※全席自由席
　※真岡市芸術鑑賞会会員 500 円引
　　（会館販売分に限る）
【主催】真岡市民会館、真岡ミュージカル
第 1 部：オリジナルミュージカル「ココロノカゲ」第 1 部：オリジナルミュージカル「ココロノカゲ」

【あらすじ】舞台は、“真岡ミュージカル”。主人
公「トーコ」は真岡ミュージカルメンバーで、心
の中ではやる気・自信に満ち溢れているにも関わ
らず、それを表に出せないおとなしい子。「本当は
みんなよりうまくできるのに…チャンスがないだ
け。」と思っているトーコのもとに悪魔が手を貸し
にやって来た。トーコにそっくりで影のように動
く「シェード」という悪魔に魔法の台本を授けら
れたトーコは、周囲を物語の作者のように支配し
ていく。彼女を止めるのは誰か。結末やいかに。

第 2 部：「FANTASTIC MEMORIES of MM」第 2 部：「FANTASTIC MEMORIES of MM」
懐かしい曲・人・エピソードで綴られる懐かしい曲・人・エピソードで綴られる

10 年のヒストリカルショー10 年のヒストリカルショー

【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）
　真岡ミュージカル代表 伊巻 ☎ 090-1042-3399

ボランティア指導員をボランティア指導員を
やってみませんかやってみませんか

　入所した児童生徒の活動を支援するボランティア
指導員を募集しています。ボランティア指導員の養
成のため、研修会を開催しますので、興味のある方
はご参加ください。
【とき】8月 31日（月）
　午後 1時 15分～４時ごろ
【ところ】自然教育センター
【内容】やすりを使い、ろう石を勾玉
の形にけずり、ひもをつけて仕上げる。

【対象】小・中学生への勾玉作りの指導者として平日
の昼間に活動できる成人の方。各自で当センター
までの往復ができる方。　定員10人程度（希望
者が多数の場合は抽選）　【参加費】無料

【持ち物】活動しやすい服装、マスク２枚、軍手
【申し込み】8月 28 日（金）までに、下記へ申し
込みください。

【申し込み・問い合わせ】自然教育センター（平日９時～５時）
　☎83-1277　FAX83-1278

初心者初心者のためののための女性水泳教室女性水泳教室
【とき】9月 10 日、17 日、24 日、10 月 1日、8日、
15日（毎週木曜日、全6回）午後1時～2時 30分

【ところ】フィールドビックスイミングスクール真岡
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着40人
【参加料】無料【持ち物等】水着、水泳帽子、ゴーグル
【注意事項】妊娠中の方、高校生は参加できません。会
場施設の駐車場は使用できません。参加者は総合体
育館などの近隣市関係施設駐車場を利用してください。

【申し込み】8月 12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。

【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・年齢を明記

市民市民
講座講座

ハーブを楽しもうハーブを楽しもう
ハーブいろいろ講座ハーブいろいろ講座

　ハーブの種類や効果、家庭でも気軽に栽培できる
方法とハーブを使った小物や料理、お菓子作りを行
い、誰でも楽しめる活用法を学びます。
【とき】9月 18日、10月 2日、16日、11月 6日、　
　20日 (第 1・3金曜日、全5回）　午前10時～正午
【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 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料】3,000 円（調理実習、小物材料代等）【受講料】3,000 円（調理実習、小物材料代等）
【申し込み】8月 18日 (火 )から電話またはFAX、【申し込み】8月 18日 (火 )から電話またはFAX、
　窓口で受付　（午前8時30分～午後5時15分）　窓口で受付　（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）

 A B C

日

チケット発売中！


