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科学教育センター 9月科学教育センター 9月のの案内案内
★プラネタリウム秋の夜間特別公開★
　秋の夜空をいろどる星座の物語をお話します。
　（投影時間：約 50分）
【とき】9月15日（木）午後7時から　※途中入場不可
【観覧料】高校生以上 200円、4歳～中学生 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
　※定員になり次第、観覧券の販売は終了します。
★天体観望会★
【とき】9月 9日（金）午後6時 30分～ 7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】懐中電灯（必要に応じて）
【申込期間】9月５日（月）～７日（水）
　※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

しあわせ高齢しあわせ高齢
ドライバースクールドライバースクール

　参加・体験・実践型のドライバースクールを通し
て、高齢運転者の交通事故防止と、安全かつ快適な
運転を継続してもらうために、参加者を募集します。
【とき】10月 5日 ( 水 )
　午前 9時 30分～午後 3時 45分
【ところ】ツインリンクもてぎ 
　アクティブセーフティトレーニングパーク
　※当日は市役所から送迎します。
【対象】市内在住の 65歳以上の方　先着 6人
　※普通第１種免許以上の運転免許をお持ちの方　
　　で、現在も運転を行っている方に限ります。
【内容】3人 1組で行う実技走行と学習・講義等
【参加料】1,700 円 ( 昼食代と教材費 )
【持ち物等】運転しやすい服装・履物、運転免許証
【申し込み】9月 20日 ( 火 ) まで電話受付
【申し込み・問い合わせ】安全安心課交通安全係
　☎ 83-8110  FAX83-8392

脳年齢チェック脳年齢チェック
いきいき脳元気教室いきいき脳元気教室

　脳トレゲームや脳トレ体操のほか、食事や口の健
康についての講話など、盛りだくさんのプログラム
です。楽しみながら認知症を予防しましょう。
【とき】10月 4日（火）開始（毎週火曜日、全 12回）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 研修室
【対象】次の 2点を満たす市民の方　先着 20人
　①市内在住の 65歳以上の方で介護保険サービス
　対象外の方 ②初めて参加される方 　
【申し込み】9月 9日（金）まで9月 9日（金）まで
　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）
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

第 3 回第 3 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】9月10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】栃木県考古学会会長　橋本 澄朗 氏
【演題】「勝道上人と下野の民衆」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

第 4 回歴史教室のお知らせ
【とき】10月22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】国立歴史民俗博物館教授　関沢 まゆみ 氏
【演題】「栃木県の葬送儀礼」（仮題）
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

真岡市文化祭真岡市文化祭
文芸各部門締切間近です文芸各部門締切間近です
　俳句、川柳、短歌、詩、随筆部門の作品応募締切
は 9月 15 日（木）です。ぜひご応募ください。
　なお、開催要項、他の部門の詳細につきましては、
市のホームページをご覧ください。
　(主要ポータルサイトで「第 63回真岡市文化祭」
と検索 )
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎83-8132　FAX83-6335

認知症家族認知症家族のの介護教室介護教室
　日ごろ、認知症の方を支え、様々な症状に対応し
ているご家族の方が集い、認知症について学び、相
談し、ほっとできる場を作りました。3日間の教室
ですが、1日のみの参加も可能です。
① 10 月 6 日（木）午後 1 時 30 分～ 3 時

　【ところ】市公民館 第 7会議室
　【内容】「認知症についての理解」
　【講師】いとう医院　院長 伊藤 譲治 氏
② 10 月 25 日（火）午後 1 時 30 分～ 3 時
　【ところ】市公民館 第 7会議室
　【内容】「認知症の方への対応の仕方」
　 【講師】グループホームふれんど真岡　管理者 細島 聡子  氏

③ 11 月 15 日（火）午後 2 時～ 3 時
　【ところ】グループホームきぬの里
　【内容】「グループホームの役割・見学」 
   【講師】グループホームきぬの里 施設長　坂本 幸子 氏
【対象】認知症の高齢者を介護している市民の方　
【申し込み】下記へ電話で申し込み

「ちゃれんじ 60   歩こうか 真岡」「ちゃれんじ 60   歩こうか 真岡」
参加者大募集参加者大募集

　健康のためにウォーキングを習慣にしましょうと
いう事業です。みんなで歩いて健康になりましょう。
【期間】9月 1日（木）～ 12月 9日（金）
【対象】市内在住の方(家族・グループでの参加も可)
【内容】期間中に 1日 1,000 歩以上のウォーキング
　を 60 日以上実施し、「ウォーキング記録票」等
　に記入します。60日以上達成し、記録票を提出
　した方に、達成賞・オリジナルグッズを贈呈します。
【申込期限】9月 9日（金）※郵送の場合、消印有効
　所定の申込用紙 (健康増進課と二宮支所窓口に　
　用意。ホームページからも印刷可 )に記入し、下
　記窓口まで申し込みください。申し込まれた方に、
　「ウォーキング記録票」等をお渡しします。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　健康増進課成人健康係　☎83-8122 FAX83-8619
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp

みんなのひろば
●そよ風によせて～第 5回コンサート～
【とき】9/3（土）14:00 ～ 16:00（予定）、開場
13:30 ～【ところ】市民会館小ホール【内容】エレク
トーン演奏、独唱など【入場料】無料【問い合わせ】
☎ 82-3805（大幡）
●塩谷看護専門学校看護学生募集（推薦・社会人入試）
【試験日】9/24（土）【試験会場】国際医療福祉大学
塩谷看護専門学校【募集人員】40 人【試験科目】①
推薦入試：一般常識試験、面接 ②社会人入試：小論文、
面接【受験資格】①推薦入試：平成 29年 3月に高等
学校卒業見込みの方で学科評定平均 3.0 以上、合格し
た場合には必ず本校に入学できる方 ②社会人入試：高
校を卒業し、平成 29年 4月 1日時点で 2年以上経過
した方【修業年限】３年【申し込み】入学願書を希望
される方は、下記までお問い合わせください。【願書
受付期間】9/5（月）～ 9/16（金）【問い合わせ】国
際医療福祉大学塩谷看護専門学校☎ 0287-44-2322
●「空き家問題 110番」無料電話相談会の実施
【とき】9/3( 土 )10:00 ～ 15:00【電話番号】028-636-
8050 （当日のみ）【相談内容】空き家問題（例）亡くなっ
た父名義の実家が空き家となり相続で悩んでいる、な
ど【問い合わせ】栃木県司法書士会☎ 028-614-1122

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】9月 14日（水）　午前 9時 30分～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター　202会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【受講料】無料
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-6335

9 月に 70 歳を迎える方へ9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

　9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 9月 30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。9月に申請された方への温泉券の交付
　枚数は 7枚（9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

あなたの体力年齢、測定してみませんか？あなたの体力年齢、測定してみませんか？
健康体力測定健康体力測定

【とき】9月 5日（月）
　①午前10時～ ②午後3時～ ③午後6時 30分～
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の20～79歳の一般男女
【内容】握力、反復横とび、立ち幅とび、6分間歩行ほか
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、飲み物
【申し込み】申込期限、定員はありません。
　電話（平日午前 8時 30 分～午後 5 時 15 分）・
　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
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記

9月10日は『下水道の日』9月10日は『下水道の日』
～下水道　水がいからの　守り神～～下水道　水がいからの　守り神～
水処理センターの見学会（一般公開）水処理センターの見学会（一般公開）

　職員が、水処理センターをご案内します。
【とき】9月 5日（月）～ 9日（金）　①午前 10時
　 ②午後 2時　【ところ】水処理センター
下水道についてのなんでも相談所開設下水道についてのなんでも相談所開設

　下水道についてお答えします。
【とき】9月 5日（月）～ 9日（金）　午前 9時～
　午後5時　【ところ】市下水道課（上下水道棟2階）

下水道標語コンクール作品募集下水道標語コンクール作品募集
　全国下水道いろいろコンクールに応募してみませ
んか。※一般の方向けです。
【申し込み】10 月 7 日（金）までに、官製はがき
　に作品、住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、
　下記まで郵送してください。
　※はがき 1枚につき 1作品ですが、応募点数の
　　制限はありません。
【申し込み・問い合わせ】下水道課業務係 
　〒321-4395 真岡市荒町 5191番地
　☎ 83-8160 FAX83-8142

9 月9 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】17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 

もおかぴょんを応援しよう！もおかぴょんを応援しよう！
【投票期間】10月 24日（月）まで
【投票方法】
　①パソコン、スマートフォン、
　　タブレット等の各端末から公式
　　 サイトにアクセス
　② ID（メールアドレス）を登録
　（※初回のみ）
　③発行された IDでログインして
　　投票 ※毎日 1回投票できます！
【ID（メールアドレス）登録の流れ】
　① entry@vote.yurugp.jp へ空メールを送る。
　②返信メールに記載されたURLにアクセスし
　　パスワードを登録する。
　③完了すると ID登録完了画面に移動します。

【問い合わせ】企画課企画調整係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

■ゆるキャラグランプリ 2016
　公式サイト
 　http://www.yurugp.jp/

▼公式サイト

毎日１票！毎日１票！

真岡市健康 21プラン推進事業真岡市健康 21プラン推進事業
健康ウォーキング講演会健康ウォーキング講演会
　効果的な運動習慣の身に付け方や、ひざ・腰の痛
みの改善効果がある運動について話を聞き、実践し
てみましょう。
【とき】9月 30日（金）午後２時～３時 45分
　（受付：午後1時45分から）　【ところ】スポーツ交流館
【講師】NPO法人ウォーキング研究所 所長　駒崎 優 氏
【持ち物等】動きやすい服装、室内用の靴
【申し込み】下記まで電話またはメールで申し込み
【申し込み・問い合わせ】
健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619
E メール：kenkou@city.moka.lg.jp


