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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

ひなまつりワークショップ
シャボン玉版画をつくろうシャボン玉版画をつくろう
　シャボン液をストローで吹いて泡立て、絵具で色
を付けて画用紙に泡の模様を写し取ります。偶然が
生み出す形や色の重なりを楽しみながらオリジナル
の作品を作ります。
【とき】2月26日（日）①午後1時～2時 
②午後 2時 30分～ 3時 30分

【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】5歳以上（小学生以下は保護者同伴）
　各回先着 16人ずつ
【参加料】無料
【持ち物等】汚れても良い服装
【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（火曜日休館）  

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「疾風ロンド」「疾風ロンド」

【とき】2月 18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】1時間 49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　※平成 28年度芸術鑑賞会会員 無料
【出演】阿部寛、大倉忠義、大島優子、柄本明 ほか

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

【申し込み ･問い合わせ】真岡鐵道旅行センター
　☎ 84-7913  ※ 3月 10 日（金）締め切り

☆旅行代金 34,800 円（4・5名様１室利用）
　※申込金 ひとり 10,000 円
　（残金については 8日前までにお願いします）
☆募集人数 120 人（最少催行人員 90人）
【お願い・注意事項】3名 1室 :1 人 3,000 円追加、
2名 1室 :1人 5,000円追加。旅行代金は、日程表
中の交通機関と観光、宿泊代・食事が含まれます（標
記以外は別途料金）。申し込み後、お客さまの都合
でキャンセルした等の場合、取消料（違約料）が
発生します。その他詳細は、お問い合わせください。

真岡市民号 ☆お座敷列車で行く☆
月岡温泉 月岡温泉 白玉の湯泉慶白玉の湯泉慶のの旅旅

3 月 26 日（日）

真岡（6:56）ーー真岡線ーー（7:21）下館（7:41）ーーー
（8:04）小山（8:30 頃）ーーお座敷列車ーー（13:00 頃）会
津若松＝＝＝新潟ふるさと村＝＝＝瓢湖（白鳥
の飛来地）＝＝＝（16:30 頃）「月岡温泉」（泊）

3 月 27 日（月）
ホテル（8:30）＝＝にぎわい市場ピア（海産物お買
い物）＝＝会津鶴ヶ城会館（昼食）＝＝＝会津若松
（14:00 頃）ーーーお座敷列車ーーー（18:00 頃）小山ーー
（19:00 頃）下館ーーー（20:00 頃）真岡

第 41回 第 41 回 
市民芸能チャリティ－ショー市民芸能チャリティ－ショー
　真岡市文化協会会員による舞踊、吟詠、民謡、ダ
ンス等の発表会です。この収益金は市の教育と福祉
に役立てられます。
【とき】3月4日（土）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】300円（全席自由）
　前売り券は文化課（市公民館内）で発売中
【主催】真岡市文化協会芸能民舞吟部会、音楽部会、舞台部会
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731  FAX 83-4070

平成 29 年度

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市芸術鑑賞会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731　FAX83-4070

【受付開始】2月 16 日（木）午前 9時から
【会員特典】

映画が無料映画が無料 芸術鑑賞会が主催する、おおむね年間
7本以上の映画が無料で観られます

チケットチケット
割引割引

市民会館主催の自主事業が 500 円
割引（本人のみ）

チケットのチケットの
先行購入先行購入

市民会館主催の自主事業のうち、
一部の事業で先行購入ができます
（先行購入できる枚数は、事業によ
り異なります）

観劇ツアー観劇ツアー
への参加への参加

芸術鑑賞会主催の都内観劇ツアーに参
加できます（大型バス1台40人限定）

催し物案内催し物案内 映画会や自主事業の日程を、ハガキ
またはEメールでお知らせします

【入会方法】文化課（市公民館内）に備え付けの申
　込用紙に必要事項を記入し、年会費 2,500 円を
　添えて同窓口へ、直接申し込みください。　
　※映画会会場でも受付できます。
【その他】◆高校生以上であれば、真岡市内外を問
わず入会可 ◆年会費 2,500 円 ◆有効期限は平成
29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 

　◆映画会の上映作品は、手配の都合上未定

『『真岡市芸術鑑賞会真岡市芸術鑑賞会』』会員募集会員募集

三つ子の魂育成講演会三つ子の魂育成講演会
「未来につなぐわらべうたあそび」「未来につなぐわらべうたあそび」
　昔懐かしい「わらべうたあそび」を紹介していた
だきます。親子はもちろん、おじいちゃん、おばあ
ちゃんも楽しいひと時を過ごしてみませんか。
【とき】2月 25日（土）午後 2時～ 4時
【ところ】市公民館 第 3・4会議室　【参加料】無料
【対象】子育て中の親子、祖父母、保育士、幼稚園教諭など
 【申し込み・問い合わせ】三つ子の魂育成推進室
　☎ 83-8157 FAX 84-1545

鬼怒水辺観察センター主催写真展鬼怒水辺観察センター主催写真展
野鳥・トンボ等の写真野鳥・トンボ等の写真

　身近な野鳥等の写真を展示します。
【とき】2月 12日（日）～ 3月 19日（日）のうち、【とき】2月 12日（日）～ 3月 19日（日）のうち、
　水、土、日曜、午前9時～午後3時　【入場料】無料　水、土、日曜、午前9時～午後3時　【入場料】無料
【ところ】鬼怒水辺観察センター【ところ】鬼怒水辺観察センター
　（国土交通省河川防災インフォメーションセンター）　（国土交通省河川防災インフォメーションセンター）

【問い合わせ】鬼怒水辺観察センター  ☎84-6439 
　FAX 84-3312（月・火・木・金曜休み※祝日除く）

もおかスポーツクラブもおかスポーツクラブ
ビームライフル教室ビームライフル教室

誰にでも気軽にできるビームライフルの教室で
す。ビームライフルの全国大会出場経験のあるスペ
シャリストが基本から楽しく指導します。
【とき】2月 26日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】市附属体育館　【対象】小学３年生以上  先着30人
【参加料】高校生以上 500円、中学生以下 200円
※もおかスポーツクラブ会員の方は無料

【申し込み】2月23日（木）までに下記にて電話（平日
午前9時～午後5時15分）、ＦＡＸ、Eメールで受付
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　もおかスポーツクラブ（市総合体育館）  
　☎ 84-2811  FAX84-6258
　※FAX・Eメールの場合は氏名、住所、年齢（学年）、性別を明記

　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

　　両親学級両親学級ののご案内ご案内
【とき】3月 4日（土）
　午前9時30分～11時30分（開始5分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦（おおむね妊娠20週以降）
　先着15組
【内容】赤ちゃんのお風呂、妊婦疑似体験など
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】2月 17日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

「運動する時間がない」人にもできる運動「運動する時間がない」人にもできる運動
今日から始める簡単エクササイズ今日から始める簡単エクササイズ
　運動したいけれど時間がない、どうせ動くなら効
率的に運動したいという方におすすめです。簡単に
運動量を増やすコツ、続けられる運動のコツを一緒
に実践してみましょう。
【とき】3月 16日（木）午前9時 30分～ 11時 30分
　（受付・体組成計測定：午前 9時から）
【ところ】井頭温泉チャットパレス 研修室
【対象】運動習慣がない、または運動習慣を改善し
　たい 40 ～ 64歳の市民の方　先着 30人
【内容】簡単ゆがみチェック、筋トレ、ストレッチ、　
　ウォーキングなどの実践　
【講師】井頭温泉フィットネスインストラクター
【参加料】無料　【持ち物】タオル、飲み物、筆記用具
【申し込み】下記にて電話受付
【問い合わせ】健康増進課 成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

みんなのひろば
●「真岡ジュニアソフトテニス教室」新会員募集
　平成 29年度の会員を、次の通り募集します。【対象】
小学 3年生～ 6年生【定員】20人【年会費】6,000 円【募
集締切】3/25（土）※募集案内と申込書は、市総合
体育館にあります。【申し込み・問い合わせ】真岡市
ソフトテニス協会事務局 理事長 阿久津 進☎ 0285-
82-8017（FAX兼）携帯電話：090-4820-4254
●平成 29年度「統計の日」標語の募集
　総務省では、「統計の日」の周知を図るため、毎年「統
計の日」のポスターをはじめとした広報媒体に活用する
べく、標語を募集しています。皆さまからのご応募をお
待ちしています。詳しくは、栃木県ホームページまたは

総務省ホームページをご覧ください。【問い合わせ】栃木
県県民生活部統計課管理普及担当☎028-623-2242
●放送大学 4月生募集のお知らせ
　放送大学では、平成 29年度第 1学期（4月入学）の
学生を募集しています。放送大学はテレビ、ラジオ、イ
ンターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。
働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたい
など、様々な目的で幅広い世代、職業の方が学んでいま
す。心理・教育・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然
科学など、幅広い分野を学べます。資料を無料で差し上
げますので、お気軽にお問い合わせください。放送大学
のホームページでも受け付けています。【出願期間】第
１回：2/28（火）まで、第 2回：3/20（月）まで【問
い合わせ】放送大学栃木学習センター☎028-632-0572


