
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

真岡市民会館自主事業　こども映画会真岡市民会館自主事業　こども映画会

　「名探偵コナン「名探偵コナン
　　　純黒の　　　純黒の悪悪

ナイトメアナイトメア

夢夢」」
【とき】7月 31日（日）
　①午前 10時から ②午後 2時から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】1時間 52分
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円　3歳以下無料
　※全席自由　※芸術鑑賞会会員 500円引き
【問い合わせ】市民会館 ☎ 83-7731 FAX 83-4070
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23日お祭り広場

23日
立ち入り
禁止区域23日花火大会

みこし川渡御

主要地方道 真岡  ・上三川線  主要地方道 真岡  ・上三川線  

●●

●●

7/22 ～ 7/24

東野交通㈱☎ 82-2151
★ 7月23 日（土）　13:00 ～ 22:00
　①真岡⇔石法寺⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　②真岡⇔一万人プール⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　③真岡⇔日赤 ･ 石法寺⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　④真岡⇔亀山⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　⑤真岡⇔水橋⇔宇都宮（保健所前～う回～中の宿十字路）
　⑥真岡⇔ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ⇔雀宮駅東口（真岡駅西口～う回～若色）
　【う回対象バス停留所】　中の宿、真岡市役所前、荒町、田町、台町、
　　常盤橋、真岡女子高前、芳賀赤十字病院前、日赤入口、真岡
　　駅前、荒町二、泉町、荒町三、真岡東小学校、東光寺、東郷
　【う回時間帯に利用できる停留所】①～④高寺下、中の宿
　　十字路、 ⑤保健所前、中の宿十字路、 ⑥真岡駅西口、若色
★ 7月24 日（日）　16:30 ～21:30
　中の宿⇔（あさひ橋～ 294号線）⇔三本木
　【う回対象バス停留所】中の宿十字路、駒塚、大前神社前

【日程および交通規制・施設等の臨時休館】

※歩行中の喫煙はご遠慮ください。
※ごみの持ち帰りにご協力ください。
※花火大会の場所取りについて
　・五行川河川敷は 7 月 22 日（金）18:00まで禁止
　・市役所東側道路歩道は 7月23日（土）16:00まで禁止

 ７月22 日（金）７月22 日（金）  
出御祭・宮出し（大前神社）　
町会渡し（大前神社～お旅所） 

 9:00 ～
10:00 ～ 

 ７月23 日（土）７月23 日（土）　※花火大会は荒天時 25日（月）に延期
お祭り広場（お旅所～市役所方面）
　／子ども・中学生・地域各みこし
　／山車・屋台ぶっつけ（お祭り広場） 
みこし川渡御（市役所東五行川）
花火大会（市役所東側）
本社お旅所入り（田町交差点～お旅所） 

15:00～
15:10～
16:30～
19:00～
19:30～
21:20～

 ７月24 日（日）７月24 日（日）
還御祭
町会渡し（各町会～駒塚歩道橋） 
宮入り献灯（駒塚歩道橋～大前神社）
　／太鼓の競演・山車の運行・火祭り
　／手筒花火（大前神社南側御橋）
終了奉告祭（大前神社）

13:10～
14:30～
18:40～

20:30～

【問い合わせ】
　商工観光課観光係  ☎ 83-8135　FAX83-0199

関東自動車㈱☎ 028-634-8133
★ 7月23 日（土）　13:00 ～終日
【う回対象バス停留所】①石橋⇒真岡車庫（台町、田町、
市役所前、荒町）②真岡車庫⇒石橋（荒町、市役所前、
田町、日赤入口、真岡駅前、真岡駅入口）

【う回時間帯に利用できる停留所】真岡車庫、高寺下

路線バスう回

真岡の夏まつり真岡の夏まつり
周辺施設の臨時休館・立ち入り禁止区域

★ 7月 23 日（土）
　交通規制 14:00 から開始（右図　　部分）
　大花火大会に伴い、右図の赤斜線内（市役所東側）
にある総合体育館、市民会館、公民館、図書館、青
年女性会館、スポーツ交流館は休館です。なお、駐
車場も終日駐車禁止です。
★ 7月 24 日（日）交通規制 16:30 ～ 21:30
　手筒花火に伴い、右図★（御橋）は上記の時間立ち
入り禁止です。

急患センターは 7/23（土）・25（月）休診
　花火大会に伴い休診となりますが、下記の病院が対
応しますので、受診が必要な場合はご利用ください。

【対応医療機関】真岡病院（真岡市荒町 3-45-16）
☎ 0285-84-6311※診療時間は 18:30 ～ 21:30

24 日宮入り献灯

真
岡
駅

　　　 　23日 14:00 ～ 22:00　　　 　23日 14:00 ～ 22:00
　　　 　23日 14:00 ～ 18:00　　　 　23日 14:00 ～ 18:00  
　　　 　　 　23日 14:00 ～ 18:3023 日 14:00 ～ 18:30

　　　 　23日 16:00 ～ 22:00　　　 　23日 16:00 ～ 22:00
　　　 　23日 18:00 ～ 22:00　　　 　23日 18:00 ～ 22:00
　　　 　24日 16:30 ～ 21:30　　　 　24日 16:30 ～ 21:30

交通規制

市民市民
講座講座

家庭教育オピニオンリーダー会の皆さんによる家庭教育オピニオンリーダー会の皆さんによる

絵本の中の料理を絵本の中の料理を
作って食べよう！作って食べよう！

【とき】8月 20日（土）または
　8月 21日（日）午前 10時～正午
【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、在園、在学している【対象】市内在住、在園、在学している子
　（年少組から小学校低学年程度）　　（年少組から小学校低学年程度）　
　とその家族　各日10 組　とその家族　各日10 組
　　（申し込み多数の場合は抽選）（申し込み多数の場合は抽選）
【内容】絵本の読み聞かせおよび絵本に出てきた【内容】絵本の読み聞かせおよび絵本に出てきた
　オムライスとパフェを親子で作ります。　オムライスとパフェを親子で作ります。
【受講料】500 円（1人）【受講料】500 円（1人）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭い用タオル【持ち物】エプロン、三角巾、手拭い用タオル
【申込期間】7月 15日（金）～ 21日（木）電話、【申込期間】7月 15日（金）～ 21日（木）電話、
窓口または FAXにて受付（午前 8時 30分～午窓口または FAXにて受付（午前 8時 30分～午
後 5時 15分）　後 5時 15分）　
　※ FAXの場合は、参加者全員の氏名（ふりがな）、　※ FAXの場合は、参加者全員の氏名（ふりがな）、
住所、電話番号、年齢（学年等）、性別を明記住所、電話番号、年齢（学年等）、性別を明記
　　※使用食材の内、卵・乳製品のアレルギーの方は※使用食材の内、卵・乳製品のアレルギーの方は
ご注意ください。ご注意ください。

【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）

真岡自然観察会・真岡の自然を守る会真岡自然観察会・真岡の自然を守る会

榛榛
は る なは る な

名名高原ユウスゲ観察会高原ユウスゲ観察会
　避暑地 榛名高原で、美しい自然と触れ合ってみませんか。
【とき】7月 30日（土）
【集合場所】青年女性会館東側砂利駐車場
　午前 7時 45分集合（午後 6時帰着予定）
【ところ】群馬県立榛名公園など
【対象】市内在住または勤務する成人の方　先着40人
【参加料】4,000 円（当日徴収）
【持ち物等】昼食、飲み物、帽子、雨具、山歩きの
　できる長袖・長ズボン、歩きやすい靴等
　※双眼鏡など観察補助具があればお持ちください。
【申込期限】7月 23日 ( 土 ) 必着
　ＦＡＸまたは郵送で、連絡先明記の上、下記まで
　申し込みください。
【申し込み】真岡自然観察会事務局〒 321-4362
　真岡市熊倉町 3423-4（中村宅）FAX82-6285
【問い合わせ】市公民館真岡西分館　☎ 84-6781 　　
　FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

第 22 回第 22 回  全国報徳サミット全国報徳サミット
南相馬市大会 参加者募集南相馬市大会 参加者募集

　二宮尊徳ゆかりの全国 17市町村が一堂に集い、
報徳仕法を学び、教えを受け継いでいます。
　平成 26年度は真岡市で開催され、今年度は福島
県南相馬市で開催されます。
【とき】10月 8日（土）～ 9日（日）1泊 2日
【ところ】福島県南相馬市 市民文化会館
【対象】市民の方　先着 40人
【費用】実費負担およそ 2万円（予定）※宿泊費等
　※往復バス料金、高速道路料金は市で負担
【申込期間】7月 15日（金）～ 7月 29日（金）

第 22回全国報徳サミット 南相馬市大会第 22回全国報徳サミット 南相馬市大会
【とき】10月 8日（土）午前 9時開会
【内容】基調講演、アトラクション、パネルディスカッ
　ション、大会宣言
【申し込み・問い合わせ】文化課文化財係
　☎ 83-7731FAX 83-4070

傾聴ボランティア養成講習会傾聴ボランティア養成講習会
【とき】8月 22日、25日、31日、9月 1日、5日
　●8月22日、25日、9月1日 :午後1時30分から
　● 8月 31日 : 午後 2時から
　● 9月 5日 : 午前 10時から
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】市で傾聴ボランティアとして活動する意思
のある方　定員 30人

【受講料】無料
　※修了証は 5日間の全日程を受講した方のみ交付
【申し込み】下記へ電話で申し込み
【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会  
　地域福祉施設係☎ 82-8844　FAX82-5516

野生のきのこ、山菜を野生のきのこ、山菜を
採取・販売する皆様へ採取・販売する皆様へ

　野生のきのこ、山菜は放射性物質の
影響により、現在も出荷制限されてい
るものがあります。
　市では、きのこ（ちたけ、しめじ類
など）の出荷が制限されています。出
荷制限されているものは販売できませんのでご注意
ください。
　また、出荷制限されていないものでも、出荷前に
市町ごとに県のモニタリング検査で安全確認するこ
とになっています。検査は無料なので、検査状況を
確認し、未検査の場合は検査の実施をお願いします。
　同じ品目でも栽培物と野生でそれぞれ検査が必要
です。
【問い合わせ】栃木県県東環境森林事務所☎ 81-9004
　真岡市農政課 ☎ 83-8137
　●栃木県HP
　http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/d07/yasei.html
　「野生きのこ、山菜（野生）、野草類の検査結果」
　で検索できます。

第一子育て支援センター第一子育て支援センター
7/23（土）は午後 3時まで7/23（土）は午後 3時まで

　花火大会実施に伴い、次の通り閉館となります。
【閉館時間】7月 23日（土）午後 3時から
　※開館：7月 23日（土）午前 9時～午後 3時　
【問い合わせ】第一子育て支援センター
　☎ 84-1545（FAX 兼）

科学教育センター科学教育センター
夏休み夏休みのの案内案内

LET'S サイエンスショー「－ 196℃の世界」LET'S サイエンスショー「－ 196℃の世界」
【とき】7月 31日（日）　※事前電話申込必要
　①午前 9時 30分から ②午後 2時 30分から
【対象】どなたでも参加できます。各回先着約 20組
　(小学 3年生以下保護者同伴 )
【内容】液体窒素によるひんやり体験
【参加料】無料
【申し込み】7月 20日 ( 水 ) ～ 22日 ( 金 )
　電話申し込み（午前 8時 30分から）
科学の広場 親子実験「親子でつくろう♪ねり消し」科学の広場 親子実験「親子でつくろう♪ねり消し」
【とき】8月6日 (土 )、7日 (日 )
　午前 9時 30分～ 11時 30分
　※事前電話申込必要
【対象】小・中学生と保護者　各日先着20組
【内容】身近な物を使って、ねり消しを作ります。
【参加料】100円（子ども 1人）
【申し込み】7月 27日 ( 水 ) ～ 7月 29日 ( 金 )
　電話申し込み（午前8時30分から午後5時15分）
　※アレルギーをお持ちの方は、事前にお問い合わ
　せ下さい。
【申し込み・問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

みんなのひろば
●司法書士による「取り決めがなくてもＯＫ！全
国一斉養育費相談会～養育費に関するあなたの悩
みを教えてください～」相談会開催
　栃木県青年司法書士協議会と全国青年司法書
士協議会では、養育費に関する電話相談会を開
催します。秘密は厳守します。【とき】8/7（日）
10:00 ～ 16:00 ☎ 0120-567-301【 相談料】
無料【問い合わせ】栃木県青年司法書士協議会 
☎ 0282-21-7220（高橋）
　


