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創業セミナー創業セミナー
「やっぱり大切なお金のこと。苦手な数字計画をじっくりと学びます」「やっぱり大切なお金のこと。苦手な数字計画をじっくりと学びます」
　創業前後の創業者の悩みで一番多い相談の一つが「お金・数字」についてです。創業して失敗しないように、
事前にお金のことや売上・利益のことを学んでおきましょう。実践的でありながら分かりやすくお伝えします。
【ところ】真岡商工会議所　【定員】先着 20人 (3 日間のプログラム）　【参加料】無料　【申し込み】下記
　にて電話受付

テーマ 内　容　等
1日目　11/26（土）午後 1時～ 5時【講師】乾　泰夫

創業者のための売上計画作り 創業後の売上高のシミュレーション

2 日目　12/10（土）午後 1時～ 5時【講師】黒澤　佳子
創業者のための利益計画作り・資金
繰り・数値管理・投資計画 売上計画、仕入計画、経費計画、資金繰り、数値計画、初期投資計画

3 日目　12/17（土）午後 1時～ 5時【講師】小峰　俊雄
創業者のための経理・申告・手続き・
資金調達 創業後に必要な経理処理や申告、手続き、金融機関からの資金調達

【申し込み・問い合わせ】 真岡商工会議所 ☎ 0285-82-3305　FAX0285-82-7967

市民市民
講座講座

来年のえと“かわいいとり”来年のえと“かわいいとり”
　          を作ってみませんか　          を作ってみませんか

  押し絵教室  押し絵教室
【とき】12月 1日、8日　午前 9時 30分～正午午前 9時 30分～正午
　（各木曜日、全 2回）　【ところ】市公民館二宮分館  【ところ】市公民館二宮分館  
【対象】市内在住または勤務の方　先着 15人【対象】市内在住または勤務の方　先着 15人
【受講料】1作品 1,000 円程度（材料代）【受講料】1作品 1,000 円程度（材料代）
【持ち物】はさみ、目打ち（お持ちの方のみ）【持ち物】はさみ、目打ち（お持ちの方のみ）
【申し込み】11月 15 日（火）から下記窓口または【申し込み】11月 15 日（火）から下記窓口または
　　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）話受付（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）

高校生主催のクリスマスイベント
サンタと遊ぼうサンタと遊ぼう

　高校生ボランティアによるイベントで、サンタと
一緒に歌やゲーム、プレゼント配布や記念撮影を行
い楽しく過ごしましょう。
【とき】12月10日（土）午後1時30分～3時（予定）
　※開場・受付は午後 1時から
【ところ】市民会館 小ホール
【対象】市内在住または勤務の方の小学校低学年
　以下のお子さん（兄弟姉妹も参加可）　先着150人
　（子どもの参加者数）※必ず親子でご来場ください。
【参加料】プレゼント代として子ども 1 人につき
　400円（同伴の大人は無料）
【申込方法】11月 11日（金）から 26日（土）までに、
　下記窓口へ参加料をお持ちください。
【主催】「サンタと遊ぼう」実行委員会
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

第 21 回 第 21 回 真岡市音楽祭真岡市音楽祭
　合唱・吹奏楽・太鼓など、子どもから大人まで真
岡市内の音楽団体が日頃の練習の成果を発表します。
【とき】11月 13日（日）午前 9時 30分開演
　（午前 9時開場）
【ところ】市民会館大ホール　【入場料】無料
【出演団体】くれない太鼓（西真岡保育園和太鼓研
　究会）、小学校合同金管バンド、真岡女子高等学  
　校合唱部、真岡工業高等学校音楽部、小学校合同
　合唱団、中学校合同吹奏楽団 ほか
【問い合わせ】
　真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日・祝日休）

市民市民
講座講座

正月のお飾りを作ろう正月のお飾りを作ろう
玄関飾り（和飾り）玄関飾り（和飾り）

【とき】12月 11日（日）午前 9時 30分～正午午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館【ところ】市公民館
【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員30人【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員30人
　※定員を超えた場合は抽選　※定員を超えた場合は抽選
【受講料】2,000円（材料代）　【持ち物】作業用エプロン【受講料】2,000円（材料代）　【持ち物】作業用エプロン
【申し込み】11月 29（火）まで【申し込み】11月 29（火）まで
　下記にて電話受付（午前8時30分～午後5時15分）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）

宿泊利用料金の一部宿泊利用料金の一部をを助成助成
　市では、「真岡市中小企業勤労者元気アップ支援
事業」を実施していますので、ご利用ください。
【対象者】従業員 300 人以下の市内事業所に常時　
　勤務する方およびその被扶養者（事業主除く）
【助成内容】1人3,000円分の助成券を発行します。
　助成券の交付は、1人につき年度 1回です。
【手続き】利用者が、下記の協定施設への予約後、
市商工観光課へ助成券の申請をしてください。
　（申請書は市商工観光課に用意してあります。市
のホームページからも印刷できます）
　助成券を交付しますので、チェックインの際に受
付に提出してください。
 　※予約時に当制度を利用する旨を伝えてください。
【協定施設一覧】

場　所 施設名 電話番号
栃木県真岡市 井頭温泉チャットパレス ☎ 0285-80-3311
〃益子町 益子館 ☎ 0285-72-7777

　〃日光市

日光ぐりーんほてる ☎ 0288-54-2002
奥の院ほてるとく川 ☎ 0288-53-3200
ホテルナチュラル
ガーデン日光 ☎ 0288-50-3070

　〃日光市
（鬼怒川温泉）

きぬ川ホテル三日月 ☎ 0288-77-2611
鬼怒川観光ホテル ☎ 0288-77-1101

　〃那須町

ホテルビューパレス ☎ 0287-76-1111
松川屋那須高原ホテル ☎ 0287-76-3131
TOWAピュアコテージ ☎ 0287-78-1164
ホテルサンバレー那須 ☎ 0287-76-3800

〃那須塩原市 ホテルニュー塩原 ☎ 0287-32-2611
茨城県阿字ヶ浦 旅館えいらく ☎ 029-265-7549

　〃　大洗町 大洗パークホテル ☎ 029-267-2171
大洗ホテル ☎ 029-267-2151

　〃　高萩市 セントラルホテル高萩 ☎0293-24-3366
　〃　北茨城市 セントラルホテル磯原 ☎ 0293-42-8111
福島県会津若松市 丸峰観光ホテル　 ☎ 0242-92-2121
福島県福島市飯坂町 旅館湯乃家 ☎ 024-542-3333
福島県郡山市熱海町 ホテル華の湯 ☎ 024-984-3333
群馬県渋川市伊香保町 ホテル木暮 ☎ 0279-72-2701
群馬県草津町 ホテル櫻井 ☎ 0279-88-3211
千葉県鴨川市 鴨川館 ☎ 04-7093-4111

新潟県新発田市 白玉の湯　泉慶 ☎ 0254-32-1111
白玉の湯　華鳳 ☎ 0254-32-1515

宮城県大崎市 鳴子観光ホテル ☎ 0299-83-2333
宮城県本吉郡南三陸町 南三陸ホテル観洋 ☎ 0226-46-2442
静岡県熱海市 熱海　玉の湯ホテル ☎ 0557-81-3561
静岡県浜松市 舘山寺サゴーロイヤルホテル ☎ 053-487-2531
長野県山ノ内町 志賀高原の家グリーン ☎ 0269-34-2552
神奈川県箱根町 箱根湯本温泉 天成園 ☎ 0460-83-8500
東京都浅草 浅草ビューホテル ☎ 03-5828-4426
山梨県富士吉田市 ホテル鐘山苑 ☎ 0555-22-3168

【問い合わせ】
　商工観光課勤労者係 ☎ 83-8134 FAX 83-0199

参加者募集参加者募集
  二宮尊徳翁 史跡ガイドツアー二宮尊徳翁 史跡ガイドツアー
　桜町陣屋跡周辺史跡を分かりやすく解説した「案
内マップ」を使ってコンシェルジュが案内します。
【とき】12月 17日（土）　午前 10時～ 11時 30分
　（集合：午前 9時 30分）
【集合場所】尊徳資料館駐車場
　（物井 2013 番地 2）
【参加料】無料
【ガイド】真岡文化遺産コンシェルジュ
【申し込み】11月 11日（金）～ 30日（水）
　下記にて電話受付
【問い合わせ】真岡の文化遺産発信事業実行委員会事務局
　市教育委員会 文化課 ☎ 83-7731  FAX83-4070  
　（日・祝日休）

平成28年度 協働理解促進講座平成28年度 協働理解促進講座
みんなで始めるコラボレーション！みんなで始めるコラボレーション！
～「環境保全」でつながる仲間と仲間～～「環境保全」でつながる仲間と仲間～

【とき】11月27日（日）午後1時30分～4時30分
【ところ】市公民館西分館 大会議室 
【対象者】市内を中心に芳賀地域で活動されている方
先着 40人　

【参加料】無料（交流会参加者は 200円）
【申し込み】11月 24日（木）まで
　下記窓口または電話受付　
【その他】講座前に現地視察、講座後に交流会を行
　います。
【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）

美術品展示館 企画展美術品展示館 企画展
「木版画展」関連ワークショップ「木版画展」関連ワークショップ

木口木版を刷ってみよう木口木版を刷ってみよう
　12月から美術品展示館で開催する
「木版画展」を鑑賞し、あーとネット・
とちぎが開発した《版画用卓上油圧
式プレス機》を使って、実際に木口
木版画を刷る体験をして、カレンダーを作ります。
【とき】12月 11日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】久保記念観光文化交流館 観光まちづくり
　センター　【対象】どなたでも参加可　先着16人
【参加料】100円　【講師】あーとネット・とちぎ会員
【その他】汚れても良い服装でお越しください。
【申し込み】下記窓口または電話受付
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館 
　☎ 82-2012（FAX兼用）（火曜休） 

11/20 市場11/20 市場感謝デー感謝デー開催開催
【とき】11月20日（日）午前8時～午後1時　※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場（八條 475 番地）
■イベント内容■イベント内容
①地場野菜、果物、水産物の即売
②軽食販売 (市場特製あぶり丼、焼きそば、うどん
　焼きイカ、そば、おやき、つきたて餅 など )
③アトラクション ※下記の他にも様々なイベントがあります。
　・さんまのつかみ取り…午前 8時 30分から
　・みかんのつかみ取り…午前 9 時 30 分から
　・模擬せり、ちびっ子模擬せり (小学生以下 )
　　…午前 9時から
　・ミュージカル、子どもダンス…午前9時30分から
　・よさこい…午前10 時 20 分から 
■フリーマーケット多数出店予定　■フリーマーケット多数出店予定　

【申し込み・問い合わせ】
   公設芳賀地方卸売市場協力会 ☎82-8585  FAX 84-0225

みんなのひろば
●全国一斉「女性の人権ホットライン」電話相談開設
　女性の人権問題に詳しい人権擁護委員が、女性に対
する配偶者・パートナー等からの暴力や職場等におけ
るセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など
の相談に電話で応じます。相談内容は秘密厳守しま
す。【ご相談電話番号】0570-070-810【とき】11/14
（月）～ 20（日）8:30 ～ 19:00（土・日は 10:00 ～
17:00）【問い合わせ】宇都宮地方法務局 栃木県人権
擁護委員連合会☎ 028-623-6333

使いやすい年間スケジュール帳　平成29年版使いやすい年間スケジュール帳　平成29年版

「栃木県民手帳」販売中!「栃木県民手帳」販売中!
～「とちぎ」に「あなたに」に、身近な一冊～～「とちぎ」に「あなたに」に、身近な一冊～
【販売場所】市役所本庁舎西側 売店【仕様】ビニール表紙
【価格】ポケット判（12.4 ㎝× 7.6cm）432 円（税込）
　通常判（14.7 ㎝× 8.9cm）540 円（税込）
※県内一部コンビニエンスストア、書店、文具店でも販売
【問い合わせ】企画課統計係☎83-8109　FAX83-5896

市民市民
講座講座 花のある暮らし講座花のある暮らし講座

クリスマスリース作りクリスマスリース作り
【とき】12月 3日（土）午後 1時 30分～ 3時 30分午後 1時 30分～ 3時 30分
【内容】プリザーブドフラワーを使ったクリスマスリース作り【内容】プリザーブドフラワーを使ったクリスマスリース作り

しめ飾り作りしめ飾り作り
【とき】12月 17日（土）午後1時30分～3時 30分【とき】12月 17日（土）午後1時30分～3時 30分
【内容】プリザーブドフラワーを使ったしめ飾り作り【内容】プリザーブドフラワーを使ったしめ飾り作り

上記共通事項上記共通事項
【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住または勤務の成人の方　先着各20人【対象】市内在住または勤務の成人の方　先着各20人
【受講料】2,000 円（材料代）　【受講料】2,000 円（材料代）　
【持ち物】園芸はさみ、新聞紙【持ち物】園芸はさみ、新聞紙
【申し込み】11月 12 日（土）午前 8時 30 分から【申し込み】11月 12 日（土）午前 8時 30 分から
　下記にて電話受付　下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】大内農業構造改善センター
　☎ 82-2704 FAX83-6147（日・月曜・祝日休）


