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「ちょっとした時間」は健康になるチャンスタイム「ちょっとした時間」は健康になるチャンスタイム

生活改善チャレンジ生活改善チャレンジ講座講座
　普段の食事や運動を“ちょっとの工夫”で効果をアッ
プさせる方法が分かる初心者向けの実践講座です。
【とき】3月16日 (水 )午前9時30分～11時15分
　（受付：午前9時10分～9時 25分）
【ところ】スポーツ交流館
【対象】自分の食事、運動習慣を見直したい、40   
　～ 64歳の市民の方　先着 30人
【内容】食事・運動の講話と運動の実践「“ちょっ
　と変える”食事と運動のポイント」
【持ち物等】動きやすい服装、室内用運動靴、飲み物、 
　メモ用紙、筆記用具
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX 83-8619

市民市民
講座講座

～早春の草花で彩ろう～～早春の草花で彩ろう～
ハンギングバスケット講座ハンギングバスケット講座

　ハンギングバスケットとは、根付きの草花をス
リットバスケットの中に植え込み、掛ける、吊るす
などの方法で楽しむ空中花壇です。
【とき】3月 24日（木）午後 1時 30分～ 4時
【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 30人【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人
【受講料】3,500 円（材料代）【受講料】3,500 円（材料代）
【持ち物等】汚れてもいい服装（エプロン）、レジャー【持ち物等】汚れてもいい服装（エプロン）、レジャー
シートまたはナイロンふろしきシートまたはナイロンふろしき

【申し込み】現在受付中。【申し込み】現在受付中。
　電話またはFAXにて受付（午前8時 30分～午後　電話またはFAXにて受付（午前8時 30分～午後
5時 15分）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、年齢、性別を明記

≪3月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

15日
(火 )

  9:00 ～ 9:50 芳賀地方農業共済組合
10:40 ～ 11:30 真岡製作所
13:00 ～ 16:00 千住金属工業

23日
(水 )   9:30 ～ 16:00

ザ・ビッグエクストラ真岡店
（主催：真岡青年会議所）

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

公民館・青年女性会館
定例使用団体による定例使用団体による作品展示会作品展示会
　真岡市公民館・青年女性会館で活動している定例
使用団体の活動紹介および作品展示会を開催しま
す。それぞれの団体の会員が、これまで
学んできた成果を発表しますので、ぜひ
ご来場ください。
【とき】3月 11日（金）～ 14日（月）
　午前 9時～午後 4時
【ところ】久保講堂
【参加団体】パッチワーク愛好会、真岡短歌会、詩愛
好会「雲」、ゆきの華、書道愛好会、あおぞらデッ
サン会、押し花サークル「あじさい」、スマ・切
り絵クラブ、アレンジメントフラワーあれこれ草、
絵手紙「オリーブの会」「すみれ」、水彩画「レモ
ンの会」「柚子の会」「かりんの会」

【問い合わせ】  生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070

【とき】3月 12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】2時間 12分
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500 円
　※ H27 芸術鑑賞会会員 無料　
　※全席自由　※チケットは当日でも購入可　
【出演】内野聖陽、ケナン・エジェ、忽那汐里、永島
　敏行ほか
 【申し込み・問い合わせ】文化課
　☎ 83-7731  FAX 83-4070（日・月曜・祝日休）

映画映画 「海難 １８９０」

芳賀地区真心 Station芳賀地区真心 Station
芳賀地区の障害者福祉芳賀地区の障害者福祉
サービス事業所の販売会サービス事業所の販売会

　芳賀地区の障害者福祉サービス事業所による授産
品等の共同販売を開催します。
【とき】① 3月 11日（金）正午～午後 3時
　② 3月 12日（土）午前 10時～午後 1時
【ところ】イオンタウン真岡（真岡市台町2668）
【主催】芳賀地区自立支援協議会

【問い合わせ】福祉課障害者福祉係
　☎ 83-8129　FAX82-2340

【問い合わせ】
　久保記念観光文化交流館 ☎ 82-2012 

久保記念観光文化交流館 美術品展示館久保記念観光文化交流館 美術品展示館

第 7回企画第 7回企画「女性作家展」「女性作家展」
　久保貞次郎が交流した女性作家の作品を展示します。
【とき】前期：3月 2日（水）～ 4月 11日（月）
　後期：4月 14日（木）～ 5月 30日（月）
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【休館日】毎週火曜日（5月 3日除く）、5月 6日（金）
　展示替休館：4月 13日（水）

真真岡岡のの自然を守る会自然を守る会

河川清掃河川清掃ボランティア活動ボランティア活動
とと自然観察会自然観察会のの参加者募集参加者募集
　五行川および行屋川周辺のごみを拾う「河川清掃
ボランティア活動」と「自然観察会」を実施します。
会員以外の方もご協力をお願いします。
【とき】3月 6日 ( 日 )
　午前10時～11時30分ころ（午前9時50分集合）
　※小雨決行
【集合場所】市民会館西側砂利駐車場
【持ち物等】ごみ拾いのしやすい服装、
　防寒具、雨具、長靴、軍手、タオル
　など（ごみ袋は事務局で用意します）
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781　FAX 84-6936 （日・月曜・祝日休）

3 月に 70 歳を迎える方へ3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

　3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 21年 3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。3月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 1枚（3月分）です。
【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係
　☎ 83-8195　FAX82-2340

第 40回第 40 回  

市民芸能チャリティ－ショー市民芸能チャリティ－ショー
　真岡市文化協会会員による舞踊、吟詠、民謡、
ダンス等の発表会です。この収益金は市の教育と
福祉に役立てられます。
【とき】3月5日（土）　午前10時開演（30分前開場）
【ところ】真岡市民会館大ホール
【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】真岡市文化協会芸能民舞吟部会、舞台部会、音楽部会
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731  FAX 83-4070

　　

みんなのひろば
●平成28年度「協会けんぽ」の保険料率のお知らせ
　中小企業等で働く方やそのご家族が加入している健
康保険「協会けんぽ栃木支部」の健康保険料率は平
成 28年 4月納付分より現行の 9.95% から 9.94% へ
引き下げとなります。また、介護保険料率は据え置
き（1.58%）となります。詳しい内容は全国健康保
険協会ホームページ（http://www.kyoukaikenpo.
or.jp/）でご確認ください。【問い合わせ】全国健康保
険協会栃木支部☎ 028-616-1691
●ガールスカウト入団説明会
【とき】3/6（日）10:00 ～ 12:00【ところ】市公民
館第 1会議室【対象】現時点で就学前 2年（5歳）～
高校 2年生（17歳）の女子をお持ちの保護者の方【問
い合わせ先】☎ 0285-82-2233（村上）

【募集期限】3 月 22日（火）まで

【申し込み・問い合わせ】  学校教育課庶務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

【共通条件等】学習成績、世帯の収入、市税の完納など
　の条件、連帯保証人２人必要です。※詳細問い合わせ

≪修 学 資 金≫【募集人員】全体で 25人以内
【資格】本市に 1年以上住所を有し、品行が正しく
　健康な方で、高等学校、高等専門学校、短期大学、
　大学、専修学校（2年以上の専門課程）、福祉、医療、
　看護教育を行う各種学校（高校卒業者）に在学ま
　たは入学しようとする方※在学のため他市に住
　所を移した方も対象
【貸付額】高等学校、高等専門学校 : 月額 20,000 円、
　大学等 : 月額 40,000 円（年 4回に分け貸与、初
　回振込 5月末）
【貸付期間】在学する学校の正規の最短修業期間
【返還】卒業後 2年経過後、貸与した年数の 2.5 倍
　に相当する期間内に、半年賦による均等払い
≪入 学 資 金≫【募集人員】全体で 5人
【資格】本市に 1年以上住所を有し、短期大学、大
学、専修学校（2年以上の専門課程）、福祉、医療、
看護教育を行う各種学校（高校卒業者）に入学し
ようとする方の保護者

【貸付額】300,000 円（振込は 5月末）
【返還】貸与した年から3年間で、半年賦による均等払い

平成28 年度平成28 年度 真岡市奨学生真岡市奨学生をを募募集集
　経済的理由により入学・修学が困難な優秀な生徒・
学生に学資等を貸与し、広く、有能な人材を育成す
ることを目的としています。

修学・入学資金を無利子で貸付もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
2期生2期生をを募集募集

　真岡の魅力をお客さまに伝え、観光スポットを案
内するボランティアガイド「もおか観光コンシェル
ジュ」の２期生を募集します。
　私の知っている真岡の魅力を伝えたい、お客さま
に喜んでもらいたいという方、是非ご応募ください。
【応募要件】全 6回の講習を受講した後、観光ボラ
ンティアガイド活動が行える方。徒歩で２時間
程度のガイドツアーに同行できる方。土・日の
みも可。

【育成講座】3/26（土）、4/23（土）、5/8(日)、5/28（土）、
6/12（日）、6/25（土）全6回
　※変更する場合があります。
【申し込み】申込用紙（下記窓口に用意）に記入し
持参、または観光協会ホームページから申込用紙
をダウンロードし、FAX またはメールでお申し
込みください。

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会　☎ 82-2012　（FAX兼）

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
植木剪定講習会植木剪定講習会のの参加者募集参加者募集
【とき】３月 14日（月）・15日（火）
　午前 9時 30分～午後 4時
【ところ】井頭温泉チャットパレス
【対象】60歳以上の市民の方　先着20人
【参加料】1,000 円（テキスト代として）
【持ち物等】剪定に使用する道具類（剪
定はさみ、刈込みはさみ、はしご、ヘルメット、
安全ベルト等）、作業に適した服装、昼食（弁当）

【申込期限】3月 11日（金）までに下記へ申し込み
【問い合わせ】真岡市シルバー人材センター
　☎ 84-1110　FAX84-1109

　平成 28年 4月から、1日あたり保育する乳幼児
の数が１人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型
保育事業（ベビーシッター事業）を行う場合は、届
出が必要となります。（ただし、臨時に設置される
場合を除く。）
　また、保育従事者は定期的な研修の受講が必要と
なり、認可外の訪問型事業や１日あたり保育する乳
幼児の数が５人以下の認可外保育施設は、子育て支
援員研修等の受講状況も届出事項となります。
【届出先】
●個人のベビーシッター
　→お住まいの都道府県等　※
●認可外保育施設およびベビーシッター事業者
　→事業所が所在する都道府県等　※
　※真岡市の場合は、市へ届出してください。
詳しくは、下記までお問合せください。
【届け出、問い合わせ】
　児童家庭課保育係 ☎ 83-8035　FAX82-2340

認可外保育事業等を行う皆さまへ認可外保育事業等を行う皆さまへ
1人以上1人以上のの乳幼児乳幼児をを保育保育するする

事業事業をを行う場合、行う場合、
届け出届け出がが必要必要ですです


