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2 月2月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】　3日（水）・20日（土）
　午前10 時～11時
【ところ】青年女性会館1階研修室女性室
【対象】市内在住の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 11cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室 ☎83-8157 FAX84-1545

春の七草摘みと七草粥作り春の七草摘みと七草粥作り
　春の七草や食べられる野草を摘んで食べましょう。
【とき】2月 6日（土）　午前 9時～午後 1時　
【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）
および周辺の水田など

【対象】先着 30人（親子参加歓迎）
【参加料】一人 300円（当日集金）
　※つり銭のないようにお願い致します。
【持ち物等】軍手、ビニール袋、エプロン、除草用
の鎌またはスコップ、長靴（ぬかるみを歩くため）

【申し込み】1月 26日（火）～ 2月 3日（水）
　電話または FAX、窓口で申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
 真岡の自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館内）    
 ☎ 84-6781  FAX 84-6936（日曜・月曜休み）

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

グラウンドゴルフ教室グラウンドゴルフ教室
【とき】2月 14日（日）
午前 9時～ 11時　※雨天中止

【ところ】総合運動公園陸上競技場　
【対象】小学 1年生～高齢者の方
先着 30人
（小学生が参加する場合は、必ず保護者の方が一緒
にご参加ください）

【参加料】1人200円(当日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（当日、会員証をお持ちください）

【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物
【申し込み】2月 10日（水）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

【とき】2月 21日（日）
　①午前 10時～　②午後 2時～
【ところ】真岡市民会館 大ホール
　（真岡市荒町 1201）
【入場料】500円（3歳以下は無料）
【前売券販売】1月 26日（火）
　午前 8時 30分から販売開始
・市公民館（生涯学習課）日曜・祝日を除く
・真岡西分館（真岡西中学校西側）日・月曜・祝日を除く
・山前分館（山前改善センター）日・月曜・祝日を除く
・大内分館（大内改善センター）日・月曜・祝日を除く
・中村分館（中村改善センター）日・月曜・祝日を除く
・二宮分館（二宮コミュニティセンター内）日・月曜・祝日を除く
【当日券】真岡市民会館で販売
　※芸術鑑賞会員の割引対象外です
【主催】真岡市子ども会育成会連絡協議会
【申し込み・問い合わせ】8:30 ～17:00（日曜・祝日休）
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX 83-4070

映画映画
親子ふれあい映画会

「バケモノの子」

科学教育センター2月科学教育センター2月のの案内案内
★科学の広場「3D万華鏡をつくろう」★
　のぞいてびっくり、不思議な万華鏡をつくります。
【とき】6日（土）午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小・中学生（小学４年生以下は保護者同伴）
先着約 24組　

【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】1月 27日（水）～ 29日（金）
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611

真岡市交通安全市民大会真岡市交通安全市民大会
　市民の交通安全に対する意識高揚と、交通事故防
止の推進を図るために市民大会を開催します。ぜひ
ご参加ください。
【とき】1月 28日（木）午後 2時～ 4時午後 2時～ 4時
　※午後1時30分から交通安全の劇が行われます。　※午後1時30分から交通安全の劇が行われます。
【ところ】真岡市民会館　大ホール　【ところ】真岡市民会館　大ホール　※入場無料
【内容】児童による交通安全作文朗読や栃木県警察音楽【内容】児童による交通安全作文朗読や栃木県警察音楽
　隊による演奏など。　隊による演奏など。
【問い合わせ】
　安全安心課交通安全係 ☎83-8110  FAX83-8392

第27回第 27回
真岡市地域公民館芸能発表会真岡市地域公民館芸能発表会
　伝統芸能や創作芸能を地域の皆さんが熱演しま
す。ぜひ、応援に来てください。
【とき】1月31日（日）午前10時から 午前10時から 
【ところ】市民会館　大ホール【ところ】市民会館　大ホール
【入場料】無料【入場料】無料
【その他】とん汁の無料配布（300 食）、芸能発表【その他】とん汁の無料配布（300 食）、芸能発表
　会終了後お楽しみ抽選会を実施します。　会終了後お楽しみ抽選会を実施します。
【主催】真岡市地域公民館連絡協議会、真岡市教育【主催】真岡市地域公民館連絡協議会、真岡市教育
　委員会　委員会
【問い合わせ】生涯学習課☎ 82-7151（日曜・祝日休み）

参加費無料！ 一般農業者向け

農業機械安全講習会開催農業機械安全講習会開催

【問い合わせ】
　農政課園芸畜産係 ☎ 83-8139 FAX83-6208

【とき】1月29日（金）午後 1時 30分～（2時間程度）
【ところ】真岡市農産物販売交流施設「いがしら」
　（あぐ里っ娘 ）　交流館
【実施機械】小型管理機、刈払機
【内容】安全管理講習、操作、実演
※申し込み不要、当日会場へ直接お越しください。
※長靴など、農地での作業に適した服装でお越し
　ください。
【主催】真岡市農業機械士会　
【協賛】JA全農とちぎはが野広域農機センター

健康アップ料理教室健康アップ料理教室
ロコモ予防体操教室ロコモ予防体操教室

　鮭のホワイトソース、かぼちゃのサラダ、春菊の白
和えを作ります。その後、ロコモ予防体操も行います。
【とき】2月10日（水）　午前9時30分～午後2時30分
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の 40歳以上の方　先着 30人
【参加料】無料
【持ち物等】エプロン、三角巾、ふきん、味噌汁（汁のみ）
　50ml 程度、体操ができる服装
【申し込み】1月25日（月）午前8時30分から電話受付1月25日（月）午前8時30分から電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

≪2月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

16日
(火 )

  9:00 ～ 10:00 真岡警察署
10:30 ～ 11:30 真岡商工会議所
13:30 ～ 14:30 英工業
15:10 ～ 16:30 真岡信用組合本店

25日
(木 ) 9:00 ～ 16:30

県東健康福祉センター
栃木県芳賀庁舎

栃木県真岡土木事務所
県東環境森林事務所

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

　　

みんなのひろば

●税理士が行う還付申告無料税務相談
【とき】2/3（水）9:30 ～ 16:00【ところ】税理士会
真岡支部各会員事務所【対象】所得金額300万円以下
の給与所得者および年金受給者で、少額の還付申告相
談【問い合わせ】税理士会真岡支部☎0285-72-2247
●書道愛好会会員募集
　漢字、臨書、かな、その他ペン字等を学習しています。
小学生から幅広い年齢層で楽しく勉強しています。初
めて筆を持つ方、基本から学び直したい方など、体験
入学いつでもお待ちしています。【とき】第 2・4土
曜日 13:30 ～ 16:00【ところ】市公民館【会費】月
額大人 2,000 円、小人 1,000 円【問い合わせ】河村
☎ 0285-82-1169
●コラボーレもおかにて木目込み手芸品展開催
　シルバー大学校同窓会真岡支部 18 期生の中村ま
すよさんの木目込み手芸品展を開催します。【期間】
2/7（日）まで【ところ】二宮コミュニティセンター
2階 真岡市市民活動推進センターコラボーレもおか
【問い合わせ】コラボーレもおか☎ 81-5522

【とき】2 月 21日（日）
　午前 10時～正午
　※午前9時から受付開始
【ところ】生涯学習館　大ホール
【演題】「最期まで目一杯生きる」
【講師】緩和ケア診療所・いっぽ　萬田緑平 氏
【入場料】無料
【申し込み】下記へ電話で申し込みください。
【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
　芳賀郡市医師会　☎82-3185

在宅医療講演会在宅医療講演会

料金無料
秘密厳守 2 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   9日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   9日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※1/29（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  9日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

2・9・16・23 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望   2日（火）  9:30 ～11:30

【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

2月2月のの女性がん検診女性がん検診（集団検診）（集団検診）
　今年度、がん検診を受けていない方はぜひ受けま
しょう。日程変更・新規申し込みの方はご相談くだ
さい。集団・施設を併せ、同じ内容の検診は年度内
に１回のみです。※申し込みが必要です。
【受付】午後 1時～ 1時 45分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
4 日（木） 二宮コミュニティセンター

15（月）25（木） 総合福祉保健センター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方

検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金

①子宮がん検診
（頸がん検査）

40歳以上全員
400円

②乳がん検診
（超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 400 円

骨密度検診 同日に①・②を
受診する方 100円

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

【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
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
　【とき】 4 日（木）、18日（木）　午前 10時から
　【参加料】実費負担
■竹はり画教室（竹真会）
　【とき】 11日（木）、25日（木）午前9時30分から
　【参加料】1,500 円
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
　【とき】7日（日）、21日（日）午前11時から
　【参加料】無料
■荒町寄席（真岡落語研究会）
　【とき】28日（日）午後2時から　【入場料】無料

2月2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）

　青少年の健全な育成を目指し、講話に基づいた意
見交換をします。今回は、大野氏を招き「夢を持っ
ていきたい、共にいきたい」をテーマに講演いただ
きます。
【とき】2 月4日（木）午後6時開場、6時30分開会
【ところ】青年女性会館　２階ホール
【演題】「夢に向かって　一緒に走ろう」
【講師】一般財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ
ジャパン　事務局長　大野寿子 氏

【申し込み】電話またはFAX、下記窓口で申し込み。
【申し込み・問い合わせ】8:30 ～17:00（日曜・祝日休）
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX 83-4070

真岡っ子をみんなで真岡っ子をみんなで
育てようフォーラム育てようフォーラム


