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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（日曜・祝日休）

【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」

　　

みんなのひろば

【宛て先・問い合わせ】農政課農政係
　〒 321-4395　真岡市荒町 5191 番地　　 
　☎ 83-8137　FAX 83-6208
　Eメール　nousei@city.moka.lg.jp

真岡市食育推進計画推進真岡市食育推進計画推進
協議会委員協議会委員のの募集募集

　食育推進計画推進協議会委員（任期 2年）の任
期満了に伴い、委員を募集します。この協議会は食
育に関する計画の策定および推進・普及啓発を行い
ます。
【募集人数】４人（応募者多数の場合は選考）
【応募資格】①年齢が 20 歳以上の方（平成 28 年
4月 1日現在）②市内に引き続き、1年以上住所
を有する方 ③平日の昼間の会議に出席できる方

【任期】平成28年6月1日～平成30年5月31日
【応募方法】食育に関する考えなど400字程度にまと
めた作文（様式自由）、必要事項（住所、氏名、年齢、
職業、電話番号）を明記したのものを、下記へ郵送、
FAXまたはEメールで提出してください。

【応募締切】3月25日（金）必着
【その他】選考結果は、個別で通知します。提出書類
は返却しません。

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】3月 23日（水）午後 1時 15分～４時ごろ
【ところ】自然教育センター
【内容】ボランティア経験者
の指導により、実際に埴
輪作りを体験しながら、
指導法を学ぶ。

【対象】小・中学生への埴輪
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、タオル
【申し込み】3月 18 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

　『管理栄養士さんの話～食事からの便秘予防～』　『管理栄養士さんの話～食事からの便秘予防～』
と題した健康講座を開催します。と題した健康講座を開催します。
【とき】3月26日（土）午後1時30分～2時 30分【とき】3月26日（土）午後1時30分～2時 30分
【対象】市内在住の方　先着 15人【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　（受付 9:00 ～ 17:00）　080-9990-3998
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122 FAX83-8619

「まちなか保健室ほっとステーション「まちなか保健室ほっとステーション
駅前館」駅前館」でで健康講座健康講座をを開催開催

根本山しぜん体験教室 
春を探しに出かけよう春を探しに出かけよう

　大人と子どもが別行動で楽しむ観察会です。子ど
もは、昆虫やカエルなど暖かくなって動き始めた動
物を中心に観察します。大人は、里山をのんびり歩
きながら、スミレなどの春の花を観察しましょう。
【とき】3月26日（土）午前10時～正午　※小雨決行
【ところ】根本山自然観察センター
【参加料】無料
【対象】大人はどなたでも参加可。
　子どもは 5 歳以上が参加可。
　（ただし小学 4年生以下は保護者同伴）
　先着30人
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、リュック、帽子、
　雨具、飲み物、大人は運動靴、子どもは長靴が便利
【申し込み】3月 12日（土）から電話受付

【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
はじめての野菜作りはじめての野菜作り

入門講座入門講座
　初心者を対象に、野菜作りのノウハウを基礎から
身につけ、安全でおいしい野菜を作ります。野菜を
育てる喜び、収穫の喜びを味わいます。
【とき】4月9日（土）～8月6日（土）
　午前10時～正午
　4/9（開講式）、8/6（閉講式）
　※月に1度、全員が集まって講師の
 　  お話を聞きます。
【ところ】真岡市小林地内の畑（1人約 6坪程度）【ところ】真岡市小林地内の畑（1人約 6坪程度）
【対象】市内在住の成人の方　10人程度【対象】市内在住の成人の方　10人程度
　（定員を超えた場合は抽選となります）　（定員を超えた場合は抽選となります）
【受講料】1,500 円【受講料】1,500 円

【申し込み】3月 11日（金）～ 3月 28日（月）【申し込み】3月 11日（金）～ 3月 28日（月）
　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）
　※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 FAX83-4070（日曜・祝日休）

※畑は耕起して、各区画ごとに整備してあります。
　作る野菜の手配、作業に必要な物（作業着・長
　靴など）、農機具・資材等についても、それぞ
　れ必要に応じて各自で準備願います。

●高田山専修寺「天拝一光三尊仏御復座法会」開催
【とき】4/1（金）～ 4/3（日）【ところ】高田山専修
寺【内容】慶讃法会、稚児練庭儀式、宝仏展など【そ
の他】4/2（土）に行う稚児行列に参加できる稚児を
募集中。行列は真岡市歴史資料保存館から専修寺ま
で練り歩く。募集は 0歳児以上 100 人。参加費（衣
装代などを含む）5,000 円【申し込み】高田山専修
寺☎ 75-0103
●里親になりませんか
　「親が病気やけがをしてしまった」、「親から虐待を
受け、家庭に置いておけない」、「子どもを望んでい
ないのに妊娠してしまい、生まれてくる子を育てら
れない」など、さまざまな事情により家庭で暮らす
ことができない子どもたちがいます。
　このような子どもたちを、実の親と代わり、家庭

真岡市議会議場コンサート真岡市議会議場コンサート 
出演者募集出演者募集

　真岡市議会では、市民の皆さまに、より親しみやす
く気軽にお越しいただける議会を目指し、また、市内
で音楽活動を行っている皆さまには、発表の機会とな
るよう、議場コンサートを開催します。
【出演日時】真岡市議会 6月定例会、
　12月定例会で  1 組ずつ
　（午前 9時 10分～ 9時 40分）
【部門】クラシック、民族音楽、フォーク、
　ポップス、ジャズ、邦楽など（部門の制限なし）
【応募資格】原則として市内在住・在勤の音楽を愛
好されている方または、団体で歌唱、楽器の演奏
等ができる方

【応募方法】所定の出演応募申込書（下記窓口で配布、
または市議会ホームページでダウンロード可）に
必要事項を記入し、郵送または持参により下記ま
で提出してください。なお、提出いただいた書類
等は返却できませんのでご了承ください。
　※ 応募多数の場合は主催者で選考
【応募締切】4 月 28 日（木）必着　※期日厳守
【注意事項】
　①出演決定後、事前の打ち合わせとリハーサルを
　行います。
　②出演料、交通費、機材運搬費の支給はありません。
　③議場内でのコンサートとなりますので、大音量
　となる演奏はご遠慮願います。
　④会場の都合により、音響機材等の機器が使用でき
　ないことがあります。また、電源は用意しますが、
　必要な機材は出演者でご用意願います。
　⑤応募に際して提出いただいた個人情報は、コン
　サート以外の目的に使用いたしません。
　⑥当方で撮影した写真・映像等につきましては、
　市議会ホームページなどへ掲載させていただく
　場合があります。

【申し込み・問い合わせ】議会事務局
　〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地  
　☎ 83-8176　FAX83-8714

的な環境のもとで養育するために、里親制度があり
ます。
　栃木県では、より多くの県民の方に里親制度を知っ
ていただき、里親になっていただける方を求めてい
ます。里親になるためには特別な資格は必要ありま
せん。子どもの養育に理解があり、熱意と愛情を持っ
ている方で、一定の要件を満たしていれば里親にな
ることができます。
　子どものために何かしてあげたいと考えている方、
子どもを養育してみたい方、あなたも里親になりま
せんか。里親になるための手続き等の詳細や里親
制度に関するお問い合わせは下記までご連絡くださ
い。【問い合わせ】栃木県中央相談所相談調査課 里親
担当☎ 028-665-7830 メール：chuuou-js@pref.
tochigi.lg.jp

コラボーレもおか コラボ共催講座コラボーレもおか コラボ共催講座
タイプで知る！子育て術タイプで知る！子育て術

【とき】3月15日（火）午前10時30分～午後0時30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 202会議室 
【対象者】市内在住または通勤されている方、未就
学児までのお子さまを持つ親子（親だけでも可）
先着 20人

【参加料】無料
【申し込み】電話または窓口でお申し込みください。
【共催】ギャルケロ・サミット　橋爪 弘子 氏（子育て
　カウンセラー協会マスターインストラクター）
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522　 FAX 81-5558（月・祝日休館）

【支給の対象者】平成 27 年 4月 1日において、恩
給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金を受ける方（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、次の順番による先順位
のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

戦没者等のご遺族の皆さまへ戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦没者等戦没者等のの遺族遺族に対するに対する特別弔慰金特別弔慰金
（第10回特別弔慰金）（第10回特別弔慰金）がが支給支給されますされます

戦没者等の死亡当時のご遺族で、
１．平成 27年 4月 1日までに戦傷病者戦没者遺
族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

２．戦没者等の子
３．戦没者等と生計関係を有していた ①父母 ②孫 
③祖父母 ④兄弟姉妹（戦没者等と生計関係を有
していなかった方、平成27年4月1日において
婚姻により姓が変わっている方、または遺族以外
の方と養子縁組をしている方は除かれます。）
４．上記３以外の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
５．上記１から４以外の三親等内の親族（戦没者
等の死亡時まで引き続き１年以上生計関係を有
していた方に限られます。）

【支給内容】額面 25万円　5年償還の記名国債
【請求期限】平成 30年４月２日（月）まで
【提出書類】提出書類については、戦没者およびご遺
族の状況により異なります。

【受付・問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係TEL83-8129　FAX82-2340


