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栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校
公開授業公開授業をを開催開催しますします

【とき】12月15日（木）午前9時50分から正午
　（受付：午前 9時 30分から正午まで随時実施）
　※雨天実施　
【ところ】栃木県立益子特別支援学校
　※校舎南側に駐車してください。
【内容】
　◆小学部：国語、図工、生活単元学習
　　日頃の授業の様子をご覧ください。
　◆中学部：音楽（クリスマスコンサート）
　　心を込めた演奏をお聴きください。
　◆高等部：工業・農業・作業学習
　　立派な社会人を目指し、知識や技能を身につけ
　　る学習をしています。
【問い合わせ】栃木県立益子特別支援学校
　（益子町七井 3650）☎ 0285-72-4915
　真岡市教育委員会 ☎ 83-8181 FAX83-8080 

ちゃれんじもおかちゃれんじもおか
バーデ deエクササイズバーデ deエクササイズ
体験教室参加者募集体験教室参加者募集

　自由参加型のバーデプール教室です。水中ウォー
キングや音楽に合わせ楽しく体を動かし、無理なく
シェイプアップ、筋力アップができます。
【募集コース】  1 ～ 2月コース：40人 
【ところ】 真岡井頭温泉内バーデプール
【内容】2ヶ月間でバーデプールレッスンを 5回、　
　自由に選んで参加　
【対象】30～ 64歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・
　コレステロールなどが気になり運動したいと考え
　ている方
【申し込み】下記へ電話・Eメールで申し込み。申
し込んだ方は、12 月 22 日（木）までに下記窓
口までお越しください。事業の説明および参加パ
スポートをお渡しします。
　※お一人様、年 1回 1コースの参加
【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 

みんなのひろば

●「2017 マロニエメイツ」募集
　緑化推進運動や栃木県のイメージアップ活動などで
活躍する明るくフレッシュな方を募集します。【募集人
員】3人【応募資格】県内在住の満 18歳以上の方（高
校生は除く※平成 29 年 3 月末日までに卒業見込みの
高校生は可）【勤務内容】平成 29 年 4/1 ～平成 30 年
3/31 の 1年間、、マロニエメイツとして各種行事等で
活動（年間活動日数は約 30日、日当および交通費実費
を支給）【応募方法】応募フォーム（または応募フォー
ムの必要事項を記入した用紙）と写真（応募者の上半
身が写ったものでサービスサイズ版 1枚）を添えて下
記へ送付または持参。【募集期限】1/20（金）まで【審
査方法】2/26（日）13:30 から栃木県総合文化センター
（宇都宮市本町 1-8）において面接審査【その他】賞品：
旅行券（10万円分）など【問い合わせ】公益社団法人
とちぎ環境・みどり推進機構「2017 マロニエメイツ」
募集係 〒 321-0974 宇都宮市竹林町 1030-2 ☎ 028-
643-6801、ホームページ http://www.t-kms.sakura.
ne.jp/
●平成 28年度まちなか元気講演会
【とき】平成 29年 1月 25日（水）14:00 ～ 16:30【と
ころ】栃木県総合文化センター第 1会議室【内容】地
域の、地域による、地域のための活性化～神奈川県横
須賀市・東京都町田市を例に～【講師】木村 乃 氏（明
治大学特任准教授）【定員】先着 130 人程度【主催】
栃木県まちなか元気会議【申し込み】1/11（水）まで

に氏名、住所、電話番号を下記窓口まで電話または
FAXで申し込み【問い合わせ】栃木県都市計画課☎
028-623-2464、FAX028-623-2595
●真岡共同高等産業技術学校 平成29年度入校生募集
　建築に関する技能修得、技術向上を目指して職業訓練
を行っています。新規学卒者をはじめ、現在事業所で働
いている方、男女・経験を問わず入校生を広く募集して
います。気軽にご相談ください。【募集学科】①木造建
築科（定員15人・期間 3年間）入校資格：義務教育修
了以上・年齢制限なし、授業内容：建築の基礎知識、大
工技能実習など ②建築設計科（定員10人・期間2年間）
入校資格：高校卒業以上・年齢制限なし、授業内容：建
築の基礎知識・住宅の設計製図演習など【募集期間】平
成29年 1月～ 3月【入校時期】平成29年 4月【入学金】
10,000 円【授業料】年額 60,000 円【授業日】毎週土
曜日 13:00 ～ 18:30【申し込み・問い合わせ】真岡共
同高等産業技術学校 （真岡市八條106-1）☎ 83-3201、
FAX83-3850（火曜～土曜、9:00～ 16:00）
●仕事と生活の調和のために、「プラスワン休暇」
　で連続休暇に！
　厚生労働省では、年末年始に年次有給休暇を組み合わ
せて大型連休にする、土日祝日に年次有給休暇を組み合
わせて連休にする、などの「プラスワン休暇」の取組み
を展開しています。休暇を取得することで心と体がリフ
レッシュされ、作業能率や生産性が向上するなどのメ
リットが考えられます。働き方、休み方を変える第一歩

久保記念観光文化交流館 美術品展示館久保記念観光文化交流館 美術品展示館

第 10 回企画展第 10 回企画展「木版画展」「木版画展」
　久保コレクションから、10人の作家による木版
画、約 50点を展示します。
【とき】前期：1月 16日（月）まで

後期：1月 19日（木）～ 2月 27日（月）
【ところ】久保記念観光文化交流館 　
【入館料】無料
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館 
　☎ 82-2012（FAX兼用）（火曜休み） 

12月11日（日）12月11日（日）
第42回第 42回「天の織姫市」「天の織姫市」

【とき】12月 11日（日）　午前 10時～午後 3時
【ところ】真岡木綿会館駐車場　※小雨決行
【イベント内容】
　カラフルテント市、ダンス、和太鼓、バンド演奏、
　クリスマスリース・ミニ門松作製教室など
【主催】真岡商工会議所、天の織姫市実行委員会
【問い合わせ】真岡商工会議所　☎ 82-3305

【問い合わせ】市観光協会  ☎ 82-2012 （FAX兼）

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
  ガイドツアー【12 月】ガイドツアー【12 月】

日　時 ガイド内容

12月 24日（土）
10:00 ～ 11:30
※開始時間の10分前集合

『真岡城跡ガイド』
真岡城跡の歴史にふれる
コースです。

【集合場所】久保記念観光文化交流館   【募集人数】20人 
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】開催日前日までに下記へ申し込み

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、12 月 11 日（日）の「天の織姫市」開催に合わ
せてガイドツアーを実施します。当日受付・事前受
付のどちらでも対応します。
【とき】12月 11日（日）午前 10時から（随時受付）
【受付場所】久保記念観光文化交流館
【ガイド内容】要望に応じて対応します。
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要

天の織姫市同時開催天の織姫市同時開催
もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ

  ガイドツアーガイドツアー

【問い合わせ】市観光協会  ☎ 82-2012 （FAX兼）

12 月に 70 歳を迎える方へ12 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

　12 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 12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。12 月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 4枚（12 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

認知症相談認知症相談
　一人で悩まず、まずは相談してみませんか。
【とき】12月 26日（月）①午前 9時から 
　②午前 10時から ③午前 11時から
【ところ】地域包括支援センター（市役所内）
【対象】認知症で悩みの方およびそのご家族
【申し込み】下記にて電話受付
　※事前に電話申し込みが必要です。　
【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

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

みんなで楽しむみんなで楽しむ
第3回第3回  ショートテニス教室ショートテニス教室  

【とき】1月21日（土）午後1時30分～3時 30分
【ところ】総合体育館
【対象】市内在住の小学生以上　先着 30人　
【参加料】無料　【持ち物等】運動のできる服装、
体育館シューズ、タオル、飲み物

【申し込み】12月14日（水）から下記にて電話（平日
午前 9時～午後 5時 15分）・FAX・Eメール受付

冬も元気に！冬も元気に！
わんぱく親子スポーツ教室 わんぱく親子スポーツ教室 
　親子でトランポリンやニュースポーツ（スポーツ
吹き矢など）にチャレンジします。
【とき】1月 21日（土）　午前 9時～正午
　※ 1回のみの教室となります。
【ところ】総合体育館
【対象】市内小学生とその保護者 先着 30組（60人）
【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、
　タオル、飲み物
【申し込み】12月14日（水）から下記にて電話（平日
　午前 9時～午後 5時 15分）・FAX・Eメール受付
【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、学年、性別を明記

男女共同参画セミナー男女共同参画セミナー

「イクボスの力が組織を「イクボスの力が組織を
　変える、企業を伸ばす」　変える、企業を伸ばす」

　国を挙げて取り組んでいる女性活躍
推進は、育児に積極的にかかわるイク
メンの活躍と、女性やイクメンに理解を
示し、励まし、個々のポテンシャルを最
大限に活かす真のマネジメント力を備え
たイクボスの存在が欠かせません。セミ

ナーでは、現在の社会状況を知り、イクボスに必要
な知識とマネジメントスキルをお伝えします。
【とき】12月20日(火 )　午後6時30分開場、午後7時開演
【ところ】市民会館 小ホール
【講師】㈲フェードイン 代表取締役　工藤　敬子 氏
【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係 
　☎ 82-7151 FAX83-4070

利用しましょう！利用しましょう！
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券

【問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

　次の年齢の方は、クーポンの利用で1回に限り市で
実施する大腸がん検診の自己負担が無料になります。
対象者には5月に無料クーポンをお送りしました。無
料で受けられるこの機会にぜひお申し込みください。
【対象者】クーポン券対象者のみ
　◆昭和 50年 4月 2日～昭和 51年 4月 1日生
【受診方法】下記窓口へ申し込みください。検査容
　器を郵送します。お送りした検査容器に２日分の
　便を取って提出するだけの簡単な検査です。
【検査容器の提出日・ところ】
①健康増進課：午前8時30分～正午、午後1時～4時
12月 21日（水）
1月 5日（木）、11日（水）、18日（水）、25日（水）
2月 1日（水）、8日（水）、15日（水）、22日（水）
②二宮コミュニティセンター：午後1時～1時30分
1月 17日（火） 2月 2日（木）

③総合福祉保健センター：午後1時～1時30分
2月 13日（月）


