
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/

【とき】 3 月 16日（木）
【ところ】にのみや商工会どんとこい広場展示棟 2
【参加料】無料
①とちぎジョブモール巡回セミナー①とちぎジョブモール巡回セミナー
【とき】午前 10時 30分～正午
【内容】モノづくりに興味がある方対象のキャリア
　アップセミナー
【講師】ランスタッド㈱ 勝政 美奈子氏
②とちぎジョブモール巡回相談会②とちぎジョブモール巡回相談会
【とき】午後1時～4時
【内容】就職活動・スキルアップに関するアドバイス、
　履歴書の書き方、面接の受け方、職業適性診断
③とちぎ生涯現役シニア応援センター③とちぎ生涯現役シニア応援センター
　ぷらっと巡回相談会　ぷらっと巡回相談会
【とき】午後 1時～ 4時
【内容】セカンドライフ、ボランティアから就労ま
で社会参加活動、生涯学習に関するアドバイス

◆①～③共通事項◆◆①～③共通事項◆
【申し込み】3月 15 日（水）午後 5時までに下記窓
口または電話受付

【問い合わせ】商工観光課勤労者係 
　☎ 83-8134 FAX83-0199

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー巡回相談会＆巡回セミナー一般介護予防事業一般介護予防事業

いきいき水中運動プログラムいきいき水中運動プログラム
参加者募集参加者募集

　水の浮力を利用し、肩・腰の痛みを改善しませんか。
参加者の 9割が水中運動の効果を実感しています。
【とき】4月 19日（水）から毎週水曜日（全 8回）
　午前 9時～ 10時
【ところ】真岡井頭温泉 バーデプール
【対象】65歳以上で、本プログラムに初めて参加する方
　20人程度
【申し込み】下記にて電話受付電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（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

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ています。
【とき】3月 11日（土）、12日（日）、15日（水）、【とき】3月 11日（土）、12日（日）、15日（水）、
　18日（土）、19日（日）午前 9時～午後 3時　　18日（土）、19日（日）午前 9時～午後 3時　
【入場料】無料【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）

【とき】3月19日（日）午前10時～午後1時
　※栄養士による講話は30分程度で、その後、個別
　　相談ができます。
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】『高血圧、腎臓の働きに不安を感じている方の
　食事　早い！簡単！クッキング』　【講師】栄養士

【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 5時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX83-8619

「まちなか保健室 ほっとステーション 「まちなか保健室 ほっとステーション 駅前館 駅前館 」」
健康栄養講座健康栄養講座をを開催開催しますします

公民館・青年女性会館公民館・青年女性会館
定例使用団体定例使用団体によるによる作品展示会作品展示会
　公民館と青年女性会館で活動している定例使用団
体の活動紹介および作品展示会を開
催します。それぞれの団体の会員が、
これまで学んできた成果を発表しま
すので、ぜひご来場ください。
【とき】3月 10日（金）～ 13日（月）
　午前 9時～午後 4時
【ところ】久保講堂
【参加団体】パッチワーク愛好会、真岡短歌会、詩
愛好会「雲」、書道愛好会、あおぞらデッサン会、
押し花サークル「あじさい」、スマ・切り絵クラブ、
アレンジメントフラワーあれこれ草、絵手紙「オ
リーブの会」「すみれ」、水彩画「レモンの会」「柚
子の会」「かりんの会」、かなフォーラム萌香社

【問い合わせ】  生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜・祝日休）

根本山しぜん体験教室 
春を探しに出かけよう春を探しに出かけよう

　厳しい冬を乗り越え、生き物たちが動き始める季
節がやってきました。早春の雑木林や水辺の様子を
楽しく観察します。ヒキガエルのカエル合戦が見ら
れるかもしれません。
【とき】3月26日（日）午前9時30分～11時 30分
　※雨天決中止
【ところ】根本山自然観察センター
【参加料】無料
【対象】どなたでも参加可　先着30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【服装】野外を歩きやすい服装、長靴
【申し込み】3月 12日（日）午前 8時 30分から下
　記にて電話受付

【申し込み・問い合わせ】　根本山自然観察センター 
　☎ 83-6280 FAX83-4624(月曜・祝日の翌日休み）

みんなのひろば

●箏桜会　第 23回箏コンサート　 
【とき】4/8（土）、13:00 開場、13:30 開演【ところ】
市民会館小ホール【入場料】無料【後援】真岡市教育
委員会、栃木県三曲協会、創明音楽会【問い合わせ】
☎ 82-8280（長内）
●会員募集「花の会」
　一緒に花を生けてみませんか。【とき】毎月第 3木
曜日、19：00～【ところ】山前農村環境改善センター
（山前分館）【問い合わせ】☎ 82-0766（沖杉）
●かなフォーラム「萌

ほうこう

香社」参加者募集
　美しいかな書道を初歩から勉強します。初心者の方
も丁寧に指導します。【とき】毎週第 2、4火曜日 9:30
～ 12:00【ところ】市公民館第 1会議室【問い合わせ】
☎ 83-6883（神宮寺）
●ラージボール（新卓球）の会員募集
　愛好者の交流と健康の維持・増進を目的に活動し
ています。初心者、中高年の方、歓迎します。【とき】
毎週火、木曜日19:00 ～ 21:00【ところ】総合体育館
【問い合わせ】84-3623（塚本）　 
●借金の悩みは国の無料相談窓口へ
　専門の相談員が丁寧にお話を伺います。一緒に解決
方法を考えましょう。相談は、電話または面談で行い、
相談内容は厳守します。【相談番号】028-633-6294
財務省関東財務局宇都宮財務事務所【相談受付】月～
金曜日（祝日除く）8:30 ～ 17:00
●家内労働委託状況届の提出は 4月 30日まで
　家内労働者へ内職等を委託している事業主は、家内

労働法による「委託者」になりますので「委託状況届」
の提出が必要です。これは、毎年 4/1 現在の家内労働
者数等について、労働基準監督署を経由して栃木労働
局に届け出るものです。用紙は、最寄の労働基準監督
署にありますので、4/30 までに提出してください。な
お、家内労働法にいう「家内労働者」とは、物品の提
供を受け、他人を使わず自己ひとり、または同居の家
族だけで物品の製造・加工に従事し、工賃を得ている
人をいいます。宛名書きのような事務の代行、ホーム
ページの構築など、物の加工を伴わない委託は、原則
として該当しません。栃木労働局のホームページなど
をご活用ください。（http://tochigi-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/）【問い合わせ】栃木労働局労働基
準部賃金室☎ 028-634-9109、FAX028-632-6585、
真岡労働基準監督署☎ 82-4443、FAX82-4725
●フリーダイヤル「自殺予防いのちの電話」
　死にたい、死のうと思っている、生きている意味がな
いなど、自殺予防に関する相談を受け付けます。【とき】
毎月 10日 8:00 ～ 11 日 8:00（24 時間 )【相談番号】
0120-783-556（通話料無料）【問い合わせ】栃木いのち
の電話事務局☎ 028-622-7970、FAX028-902-1030
●アイヌの方々からの様々なご相談をお受けします
　日常生活でお困りのこと、嫌がらせ、差別など、何で
もご相談ください。相談は無料で、匿名でも構いません。
また、相談内容は厳守します。【相談番号】0120-771-
208 通話料無料）【とき】月～金曜日（祝日、12/29～
1/3 を除く）9:00 ～ 17：00 ※本相談事業は、（公財）
人権教育啓発推進センターが、厚生労働省の生活相談充
実事業により実施するものです。【問い合わせ】公益財
団法人人権教育啓発推進センター☎ 03-5777-1802

●中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・  
　救済について
　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者とし
て石綿ばく露作業に従事していたことが原因である
と認められた場合は、労災保険法に基づく各種の労災
保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給
されます。石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常
に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。中
皮腫などでお亡くなりになられた方が、過去に石綿業
務に従事されていた場合には、労災保険給付の支給対
象となる可能性がありますので、下記へご相談くださ
い。【問い合わせ】栃木労働局労働基準部労災補償課
☎ 028-634-9118、FAX028-635-2308、真岡労働
基準監督署☎ 82-4443、FAX82-4725
●登記事項証明書等の請求にはオンライン手続き  
　が便利です
　宇都宮地方法務局が入居する法務合同庁舎は、庁舎
新営工事のため、平成 31年 12 月ごろまで敷地内駐
車場が利用できません。近隣に臨時の駐車場を確保し
ましたが、限られた台数のため、大変混雑し駐車に時
間がかかる場合がありますのでご了承ください。なお、
自宅や会社等のパソコンからインターネットを利用
して登記所に出向くことなく、オンラインで交付請求
することができます。オンライン請求は、窓口で請求
するより安い手数料で登記事項証明書等を取得するこ
とができます。詳しくは、ホームページ（「法務局オン
ライン請求」http://www.touki-kyoutaku-online.
moj.go.jp/index.html）をご覧ください。【問い合わせ】
宇都宮地方法務局☎ 028-623-6333、FAX028-
650-1401

米消費拡大事業米消費拡大事業
米粉を使った米粉を使った

料理教室を開催料理教室を開催しますします
【とき】3月 23 日（木）①午前 9時 30 分～正午 
　②午後 1時 30分～ 4時
【ところ】市公民館　調理室　【参加料】500円
【対象】市内在住または勤務の方　
　①、②各先着 20人ずつ
【持ち物等】エプロン、三角巾
【申し込み】3月 13日（月）から下記にて電話受付
　（午前 9時～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】　
　真岡市米消費拡大推進連絡協議会事務局（農政課内）
　☎ 83-8137 FAX 83-6208

【申し込み・問い合わせ】市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

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【3 月】ガイドツアー【3 月】
日　時 集合場所 ガイド内容

12日（日）
10:00 ～ 11:30

さだじろう
記念館

『真岡のあさがきた！コース』
両替商だった久保家や
久保貞次郎氏について
学ぶツアーです。

25日（土）
10:00 ～ 11:30 仏生寺

『仏生寺』
日光を開山した勝道上
人誕生の地と伝えられ
ている仏生寺について
学ぶツアーです。

　※開始時間の 10分前までに集合 　
【募集人数】各回 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

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

　伝統の真岡もめんの着物を着付けてもらい、門前
まちあるきをしてみませんか。ランチ付などのお得
なコースもご用意しています。
【とき】4月 9日、23日、5月 7日、28日（各日曜日）
【価格】①着付けのみ                         3,000 円
　② COCOROのパスタランチ＆着付け 4,000 円
　③COCOROのランチコース＆着付け  5,000 円
　④観光物産館お土産金券＆着付け　　　4,500 円
【申し込み】開催前日まで受け付けします。
　※詳しくは観光協会ホームページをご覧ください。
（http://www.moka-kankou.org/）


