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7 月に 70 歳を迎える方へ7月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　7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 7月 31日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係、二宮支所
　福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（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。7月に申請された方への温泉券の交付
　枚数は 9枚（7月～翌年 3月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

【とき】7月 9日（土）
　①午後2時から②午後6時30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】2時間 5分
【出演】多部未華子、倍賞美津子、
　要潤、志賀廣太郎ほか
【入場料】大人（高校生以上）1,000円
　小人（4歳以上）500円 　※H28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　

映画映画「あやしい彼女」

平成 28年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中です。
詳しくは下記までお問い合わせください。

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

　市では、積極的に男女共同参画推進の取り組みを
行っている事業者を表彰し、広く市民の方々や事業
者の皆さまに紹介します。
【対象】次のいずれかの取り組みを行っている市内の事業者
　（企業、個人事業者、自治会、ＰＴＡ、市民団体等）
　①性別にとらわれない能力活用や職域拡大のため
　　の取り組み
　②仕事と家庭生活その他の活動との両立を支援す
　　るための取り組み
　③男女の人権に配慮した、働きやすいまたは活動
　　しやすい環境づくりのための取り組み
　④前各号に定めるもののほか、男女が共同して参
　　画することのできる環境づくりのための取り組み
【応募（推薦）方法】真岡市男女共同参画推進事業
　者表彰応募（推薦）書（様式第 1号）と事業者
　の概要が分かる資料を添えて、下記へ提出してく
　ださい。
【応募（推薦）期間】7月1日（金）～8月31日（水）（必着）
【宛て先・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151　FAX83-4070

真岡市男女共同参画推進事業者真岡市男女共同参画推進事業者
表彰制度に応募（推薦）表彰制度に応募（推薦）

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
図書館を水族館にしよう！図書館を水族館にしよう！

　皆さんの自由な発想で作る海の生き物を募集しま
す。図書館の壁面を、海の生き物いっぱいの水族館
に変身させませんか。
【展示期間】8月 2日（火）～ 31日（水）
　※作品の返却はしません。また、来年度以降の図
書館展示に使用させていただく場合があります。

【受付】7月 1日（金）から
　市立図書館カウンターまで作品をお持ちください。

二宮図書館二宮図書館
おびンピックに参加しよう！第 1部おびンピックに参加しよう！第 1部

　おすすめの本を「本のおび」の形で紹介しましょ
う。賞状と景品を贈呈します。
【定員】なし　【参加料】無料
【内容】おすすめしたい本の感想やおすすめポイン
　トを「本のおび」として紹介してください。図書
　館におびを飾り、来館者に紹介します。
【申し込み】7月 1日（金）～ 31日（日）
　二宮図書館カウンターにて申し込み
　※詳細は二宮図書館までお問い合わせください。
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　二宮図書館☎ 74-0286
http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

第 1回第 1回  歴史教室開催歴史教室開催
　　今年度のテーマは、「芳賀の有力者と庶民の生活」です。今年度のテーマは、「芳賀の有力者と庶民の生活」です。
【とき】7月2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【参加料】無料
【講師】筑波大学名誉教授　今井 雅晴 氏
【演題】「親鸞と専修寺の真仏―特にその俗縁をめぐって―」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

第 2 回歴史教室のお知らせ
【とき】8月6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
【講師】元二宮町史編さん専門委員　大嶽 浩良 氏
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

市民市民
講座講座

世界にひとつだけの「絵本」を作ろう！世界にひとつだけの「絵本」を作ろう！  
夏休み絵本づくり教室夏休み絵本づくり教室

【とき】7月 27日（水）
　午前 9時 30分～午後 0時 30分頃
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住の小学生　先着15人【対象】市内在住の小学生　先着15人
　(小学 3 年生以下は保護者同伴）　(小学 3 年生以下は保護者同伴）
【内容】【内容】絵本づくり（A5版12ページ）
　※お話の内容はあらかじめ考えてきてください。
【受講料】無料　【持ち物】筆記用具、色鉛筆【受講料】無料　【持ち物】筆記用具、色鉛筆
【申し込み】7月 5日（火）から窓口または【申し込み】7月 5日（火）から窓口または電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（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）

科学教育センター 7月科学教育センター 7月のの案内案内
★天体観望会★
【とき】7月 12日（火）午後7時 30分～ 8時 30分
【定員】先着 30人（小学生以下は保護者同伴）
【内容】天体望遠鏡を使用し、月や惑星を観察します。
【参加料】無料
【持ち物等】懐中電灯、防寒具（必要に応じて）
【申込期間】7月 6日（水）～ 8日（金）
　※電話での申し込みが必要です。
【問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

認知症カフェ認知症カフェ
（もめんカフェ）開催（もめんカフェ）開催
　認知症についての悩みやケア方法など相談した
り、適切な情報を交換したりする場です。
【とき】7月11日（月）午前10時30分～11時30分
【ところ】市公民館 第一会議室
【対象】市内に住む認知症の方とそのご家族
【内容】認知症についての相談　【参加料】無料
【申し込み】電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
【問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係 
　☎ 83-8132 FAX 83-6335

鬼怒川・小貝川・五行川鬼怒川・小貝川・五行川

クリーン大作戦参加者募集クリーン大作戦参加者募集
　ふるさとの川を美しく保ち、正しく安全に利用で
きるよう川沿いの自治会や各種団体にご協力いただ
き、河川敷等の一斉清掃を実施します。
【とき】7月 9日 ( 土 ) 早朝 2時間程度
【ところ】鬼怒川・小貝川・五行川の
　各河川敷
【申込期限】7月 7日（木）正午まで
【主催】鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議
【申し込み・問い合わせ】
　建設課管理係 ☎ 83-8147　FAX 83-6240 

みんなのひろば

●平成 27 年度中に家屋を新築等された方へ
　平成 27 年度中に新築、増築および改築等により
家屋を取得された方には、今月、不動産取得税が
課税されます。納税通知書が届いた方は、納期限
（7/29）までに、県税事務所窓口や最寄の金融機関・
郵便局または指定されたコンビニエンスストア等で
納付をお願いします。なお、公共事業のために収用
を受けた家屋または被災した家屋の所有者等が代替
家屋を取得した場合は、軽減措置を受けられる場合
がありますので、お問い合わせください。【問い合
わせ】真岡県税事務所不動産取得担当☎ 82-2136

7 月7月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】6日（水）、16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・勤務の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 13cm×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】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234 

≪7月≫ ≪7月≫ 献血献血ににご協力ご協力をを！！
と　き と　こ　ろ

26日
(火 )

9:00 ～ 10:30 仙波糖化工業第三工場
11:10 ～ 12:00 仙波糖化工業第二工場
13:30 ～ 15:00 仙波糖化工業本社
15:40 ～ 16:30 東京電力㈱真岡営業センター

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

雷や打ち上げ花火で雷や打ち上げ花火で
犬犬がが逃げ出さないために逃げ出さないために
　この時期、雷や打ち上げ花火の大きな音に犬が
びっくりしてしまい、「家から犬が逃げてしまった」
との相談が多く寄せられます。犬が迷子にならな
いよう、以下のことに十分気を付けてください。
■雷が鳴り出したときは、犬などの動物は家の中
　に入れるなど、逃げ出さないよう管理しましょう。
■犬の身元証明である鑑札および注射済票は必ず
装着しましょう。連絡先を書いた名札・マイク
ロチップも飼い主を探す手掛かりに

　なります。
■もしも逃げてしまった場合は、市環境課
　および県動物愛護指導センターへすぐに
　連絡してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　県動物愛護指導センターHP▲

【問い合わせ】環境課環境保全係 ☎83-8125 FAX 83-5896
　県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458

【ところ】久保記念観光文化交流館内 観光まちづくりセンター
まちづくりセンター

■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】3日（日）、17日（日）
　午前 11時から　【入場料】無料
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】7日（木）、21日（木）午前 10時から
【入場料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】2日（土）、16日（土）午後 2時から
【入場料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】14日（木） 、28日（木）午前9時 30分から
【入場料】1,500 円

 7 月 7 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）

いきいき元気料理教室いきいき元気料理教室
　五目ちらし寿司、鶏肉団子汁、ヨーグルトパフェ
を作ります。
【とき】7月19日（火）午前9時30分～午後１時
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住で 65歳以上の方　先着 24人
【参加料】１人 600円（材料費）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】７月１日（金）から電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

市民会館先行販売 枚数限定市民会館先行販売 枚数限定
真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

ORANGE RANGE LIVE TOURORANGE RANGE LIVE TOUR
　　016-017 016-017 おかげさまで15周年！おかげさまで15周年！
47都道府県DEカーニバル47都道府県DEカーニバル

　47都道府県全てを巡るツアーです。栃木県では、
なんと真岡市で開催になりました。シングル曲を中
心としたスペシャルライブです。
【とき】10月 9日（日）　
　午後5時30分開演　5時開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 5,800 円
【チケット発売日】
　7月2日（土）午前9時から
　（残席がある場合、電話予約は午後 1時から）　
　※発売初日は、お一人様 4枚まで
【プレイガイド】※市民会館以外は7月23日（土）発売
　市民会館（文化課）窓口 ☎ 83-7731(8:30 ～
17:15、日・月・祝日休み）、チケットぴあ ☎
0570-02-9999（Pコード：296-919）、CN プ
レイガイド ☎ 0570-08-9999、ローチケ☎
0570-084-003（L コード：74126）、イープラ
ス http://eplus.jp/

【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）
　KMミュージック ☎ 045-201-9999（月～金曜
　午前 11時から午後 6時）


