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  クリスマスファミリーコンサートクリスマスファミリーコンサート
　お子さんと一緒に楽しいクリスマスを過ごしませ
んか。申し込みは不要です。
【とき】12月5日（土）
　午前10時30分から
【ところ】第一子育て支援センター
【内容】独唱、重唱、ピアノ連弾など
【出演】小倉伸一氏ほか「響和会」メンバー
【問い合わせ】
　第一子育て支援センター☎ 84-1545（FAX兼）

12 月に 70 歳を迎える方へ12 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

　12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 12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。12 月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 4枚（12 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

第6回第6回  歴史教室開催（最終回）歴史教室開催（最終回）
【とき】12月5日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール
【演題】「中世芳賀氏の動向～戦国期を中心に～」
【講師】栃木県芳賀青年の家所長　松本 一夫 氏
【参加料】無料
【申し込み】不要
【その他】皆勤賞の表彰があります。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

第23回第23回
文化活動資金積立芸能発表会文化活動資金積立芸能発表会
　真岡市文化協会会員が、日本舞踊、民謡、四つ竹
健康おどり、ダンスなどの、日頃の成果を披露しま
す。ぜひお越しください。
【とき】12月 5日（土）　
　午前 9時 30分開場　午前 10時開演
【ところ】市民会館　大ホール
【入場料】300 円（全席自由）
　前売り券は文化課（公民館内）で発売中。
【主催】真岡市文化協会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

市民市民
講座講座

  桃の節句“かわいいおひなさま”桃の節句“かわいいおひなさま”
　          　を作ってみませんか　          　を作ってみませんか

  押し絵教室  押し絵教室
【とき】平成28年 1月 12日、19日（各火曜日、全2回）
　　午前 9時 30分～正午午前 9時 30分～正午
【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【対象】市内在住または勤務の方
　先着 15人　先着 15人
【受講料】1作品1,000円程度（材料代）【受講料】1作品1,000円程度（材料代）
【持ち物】はさみ、目打ち（お持ちの方のみ）【持ち物】はさみ、目打ち（お持ちの方のみ）
【申し込み】12 月 8 日（火）から【申し込み】12 月 8 日（火）から電話または窓口話または窓口
　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）

使いやすい年間スケジュール帳　平成28年版使いやすい年間スケジュール帳　平成28年版

「栃木県民手帳」販売中「栃木県民手帳」販売中
「と「とちぎ」に、「あなた」に、身近な一冊ちぎ」に、「あなた」に、身近な一冊
【販売場所】市役所本庁舎西側 売店【仕様】ビニール表紙
【価格】ポケット判（12.4 ㎝× 7.6cm）400 円
　通常判（14.7 ㎝× 8.9cm）500 円
※県内一部コンビニエンスストア、書店、文具店でも販売
【問い合わせ】企画課統計係☎83-8109　FAX83-5896

介護予防いきいき体操教室介護予防いきいき体操教室
　ボールを使用した運動やストレッチ等によって、
介護予防に取り組む教室です。
【とき】平成 28年 1月 13日（水）～ 3月 30日（水）
　（各水曜日、全 12回）午前 10時 30分～正午
【会場】真岡井頭温泉（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
① 65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記入し、窓口に持参する（窓
口持参時に、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】12月 25日（金）までに電話受付

【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

科学教育センター12月科学教育センター12月のの案内案内
★天体観望会★　※電話申込が必要です
　天体望遠鏡を使って、月やすばるを観察します。
【とき】18日（金）午後 5時 30分～ 6時 30分
【対象】先着 30人（小学生以下は保護者同伴）
【参加料】無料
【持ち物】防寒具、懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】12月14日（月）～16日（水）
★プラネタリウムクリスマス特別公開★
【とき】19日（土）午前11時～、午後1時30分～
　※どちらも内容は同じです
【内容】クリスマスの夜空案内と冬の星座の物語
　（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分前から観覧券販売）
　※途中入場不可
【問い合わせ】科学教育センター 
　☎ 83-6611  FAX 83-6211

市民市民
講座講座

オーブンを使わないオーブンを使わない
クリスマスケーキづくりクリスマスケーキづくり

【とき】12月 23日（水）
　午前 9時 30分～午後 12時 30分　午前 9時 30分～午後 12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【対象】市内在住または勤務の方
　先着 20人　先着 20人
【受講料】1,000 円程度（材料代）【受講料】1,000 円程度（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、アル【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、アル
ミホイル、20cmのフライパン（お持ちの方）、ケーミホイル、20cmのフライパン（お持ちの方）、ケー
キを持ち帰る容器キを持ち帰る容器

【申し込み】12 月 8 日（火）から【申し込み】12 月 8 日（火）から電話または窓口話または窓口
　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】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

【とき】12 月13日（日）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館　２階ホール
【対象】市内在住の方　先着 100人
【演題】もし、認知症になったら～認知症になって
も安心して自分らしく暮らし続けるために～

【講師】認知症介護研究・研修東京センター
　永田久美子 氏
【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

認知症講演会開催認知症講演会開催

出会い・結婚応援事業出会い・結婚応援事業
木下博勝氏 講演会木下博勝氏 講演会
　申し込み不要！

どなたでも参加できます！
【とき】12月 8日（火）
　午後 6時から
【ところ】市民会館 大ホール
【演題】「ボクに宇宙一の幸せ
　をくれたジャガー」
【講師】鎌倉女子大学教授・医学
博士・タレント　木下博勝 氏

【主催】真岡市
【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室 
　☎ 83-8157 FAX84-1545

「第7章 真岡・浪漫ひな飾り」 「第7章 真岡・浪漫ひな飾り」 
ひな募集ひな募集

　平成28年 2月 3日（水）
～3月3日（木）の１カ月間、
久保講堂をメイン会場に市内
各施設に展示する、ひな段飾
りと親王びなを募集します。
【申込期間】12月 4日（金）
　～ 7日（月）
【募集数】20セット程度
　（予定数になり次第受付終了）
【受付条件】①７段飾り以上又は親王雛ケース入り
で、すべて揃っているもの ②無償で提供（譲受）
いただくもの
　※状態によっては、お受けできない場合があります。
【申し込み】電話で予約の上、下記へ直接持ち込ん
　でいただきます。
【問い合わせ】真岡市荒町１１０５番地１
　真岡市観光協会  ☎ 82-2012 （FAX兼）

市民市民
講座講座 初めてのつるし飾り講座初めてのつるし飾り講座
　一連飾りを作ります。
【とき】平成 28年 1月 9日、16日、23日（各土曜日・
　全 3回）午後 1時 30分～ 3時 30分午後 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【対象】市内在住または勤務の方
　先着 15人　先着 15人
【受講料】1作品 1,700 円程度（材料代）【受講料】1作品 1,700 円程度（材料代）
【持ち物】裁縫道具【持ち物】裁縫道具
【申し込み】12月 15 日（火）から【申し込み】12月 15 日（火）から電話または窓口話または窓口
　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】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781  FAX 84-6936  （月・日曜・祝日休）

～推薦してください～
中小企業中小企業のの優秀社員優秀社員をを表彰表彰

【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係
☎ 83-8134 FAX83-0199

【推薦基準】　事業所長が推薦する、次の①～⑤すべ
　てに該当する方
①真岡市内に本社を有する社員 50人以下の同一事
　業所に、8年以上勤務する正社員およびパート社員
 ※身障者手帳を有する者は 5年以上。勤続年数基
　  準日は平成27年12月 31日現在。
  ※市内の支店等は同一事業所とみなし、社員数（臨
　　時・パート社員は除く）は合算。
②以前に同種の表彰を受けていない方、または受
　賞後 10年以上経過した方
③対象者の年齢については、おおむね65歳以下の方
④家族社員（事業主と同一生計の親族）やこれに準
　ずる方、役職員（経営権を持つ役員）は除く
⑤市外居住者でも可
※事業所、事業主、推薦を受ける方は税金を滞納
　していないこと。
【提出物】所定の推薦書（市商工観光課に用意、市
　ホームページからも印刷可）、勤続年数を証明す
　る書類（8年以上前の給与台帳の写し・社会保
　険証の写しなど）、被推薦者・事業所・事業主各々
　の税の完納証明書各 1部

【申込期限】平成 28年 1月 8日（金）

技能検定合格者技能検定合格者をを表彰表彰しますします

【申し込み・問い合わせ】真岡市荒町 5191 番地　
　真岡市産業環境部商工観光課勤労者係　
　☎ 83-8134 FAX83-0199

　真岡市では、市内に在住している方で、技能
検定 1級および単一等級の合格者への表彰を
行っています。下記の条件を満たす方は、商工
観光課までお知らせください。
【表彰対象者】平成 26年度後期、平成 27年度
　前期技能検定試験の 1級および単一等級合格
　者で真岡市在住の方
【報告】対象者がいる場合には、合格証書の写
しを商工観光課下記窓口まで持参いただくか、
郵送または FAXでご提出ください。

【期限】12月 22日（火）まで

　　
みんなのひろば

●「WE LOVE サイエンス」～とちぎ海浜自然の家・
　栃木県子ども総合科学館との連携事業～
【とき】平成28年 1/23（土）～24（日）（1泊 2日）
【内容】栃木県子ども総合科学館：プラネタリウム観賞・
太陽観察　とちぎ海浜自然の家：星空観察・科学実験・
科学工作など【募集定員】約40人（定員を超える場
合は抽選）【基本参加費】大人5,200円、高校生3,700
円、中学生3,000円、小学生2,800円、3歳以上学齢
前2,000円、3歳未満300円【申込方法】郵送（はが
き）・FAX・電話・メールで施設へ申し込みください。
その際、①事業名「WE LOVE サイエンス」 ②代表者
氏名（漢字・ふりがな） ③郵便番号 ④住所 ⑤電話番号 
⑥全参加希望者の氏名・性別・1/23時点の年齢（学
年）を明記もしくはお伝えしてください。【申込締切】
12/21（月）【申し込み・問い合わせ】とちぎ海浜自然
の家 指導課（担当 吉田・出口）〒311-1412茨城県
鉾田市玉田 336-2 ☎ 0291-37-4004 FAX0291-37-
4008 Eメールkaihin-info@tmf.or.jp（申し込み専用）


