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第 47 回 こらぼ茶話第 47 回 こらぼ茶話
蜜蝋クリームを作ってみよう蜜蝋クリームを作ってみよう
　ミツバチからの贈り物、蜜蝋を使って、肌にやさ
しいクリームを作ってみましょう。
【とき】6月 23日（金）　午前 10時～正午
【ところ】二宮コミュニティセンター 研修室
【対象】市内在住または勤務・通学の方　先着10人
【参加料】600円（材料・お菓子代）
【講師】コラボーレスタッフ　亀田 孝義
【申し込み】下記窓口または電話受付
【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）

市民市民
講座講座
    ～男性もご参加ください～～男性もご参加ください～
　　きほんのヨガきほんのヨガ

　　ヨガの基本的な講習を行います。ヨガの基本的な講習を行います。
【とき】6月 16日、23日、30日、7月 7日、14日
　（毎週金曜日、全5回）午前10時～11時30分午前10時～11時30分
【ところ】市公民館山前分館【ところ】市公民館山前分館
【対象】次の 2つに当てはまる方　先着 25人【対象】次の 2つに当てはまる方　先着 25人
　①市内在住または勤務の方　①市内在住または勤務の方
　②市公民館主催のヨガ教室に参加したことがない　②市公民館主催のヨガ教室に参加したことがない
　　初心者の方　【受講料】無料　　初心者の方　【受講料】無料
【持ち物等】運動できる服装、バスタオル、飲み物【持ち物等】運動できる服装、バスタオル、飲み物
　　※ヨガマット等をお持ちの方は持参ください。※ヨガマット等をお持ちの方は持参ください。
【申し込み】6月6日（火）午前8時30分から電話受付【申し込み】6月6日（火）午前8時30分から電話受付
【その他】託児施設はありませんので、お子様連れ【その他】託児施設はありませんので、お子様連れ
　の参加はご遠慮ください。　の参加はご遠慮ください。
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802 FAX83-6146（日・月曜・祝日休）

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（スマイル
ボウリングなど）にチャレンジします。
【とき】7月 2日（日）　午前 9時～正午
【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
【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】6月7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

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。サポー
ターとは、何か特別なことをするのではなく、認知
症の人や家族に対する理解者になることです。
【とき】6月 14日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 1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

6 月に 70 歳を迎える方へ6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

　6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 22年 6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。6月に申請された方への温泉券の交付
　枚数は 10枚（10 カ月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

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】  7 ～ 8月コース：40人 
【ところ】 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】6月 25 日（日）（10:00～21:00）まで
に井頭温泉へ電話申込⇒ 6月 25日（日）（15:00
～ 17:00）までに井頭温泉で資料受取　

　※お一人様、年 1回 1コースの参加
【申し込み】井頭温泉☎83-8822（火曜休）
【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 

体験学習を開催します体験学習を開催します

栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校  
　栃木県立益子特別支援学校では、特別な支援が必
要なお子さまの教育について、保護者の皆さまや各
関係機関の方々に、より一層ご理解いただくため、
次の通り体験学習を開催します。
【とき】7月 4日（火）午前 9時 40分～正午
　（受付：午前 9時 20分から）
【ところ】栃木県立益子特別支援学校
　（〒321-4106  芳賀郡益子町七井3650 ）
【対象】本校への入学を考えている学齢のお子さまと
　保護者、幼稚園・保育所（園）・小中学校等の教職員、
　関係機関職員
【内容】学校概要説明、本校保護者の体験発表、授
　業見学、校舎内見学、教育相談（希望者）
【持ち物】上履き、筆記用具
【申し込み】真岡市教育委員会 
　☎ 83-8181 　FAX83-8080 
【問い合わせ】栃木県立益子特別支援学校 
　☎ 72-4915（担当：鈴木）

≪6月≫≪6月≫  献血献血ににご協力ご協力をを！！
と　き と　こ　ろ

23日（金）

9:00 ～ 9:50 真岡税務署
10:30～11:30 JAはが野 真岡支店
13:15～14:45 SABIC ジャパン合同会社
15:45～16:30 足利銀行真岡支店

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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室  
キケンな虫や草をおぼえようキケンな虫や草をおぼえよう
　触ってはいけない虫や植物を観察し、自分の身の
守り方と生き物との付き合い方を覚えましょう。
【とき】6月18日（日）午前9時30分～11時 30分 
　※小雨決行
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます。
　（小学 4年生以下は保護者同伴）先着 20人　
【参加料】無料
【持ち物等】タオル、飲み物、長袖シャツ、長ズボン、
　運動靴、帽子
【申し込み】6月4日（日）午前 8時 30 分から電話受付
【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）

国保の方へお知らせ！国保の方へお知らせ！

「お買い物券 GETしよう」「お買い物券 GETしよう」
　市国民健康保険では、被保険者の方で『特定健
診』を受診された方に、井頭温
泉・あぐ里っ娘・道の駅にのみや
で使用できるお買い物券 300 円
分を贈呈しています。　
　年1回の健診は、必ず受けましょう。今年度の健
診予約受付中です。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係　
　 ☎ 83-8122　FAX83-8619

市民市民
講座講座

～あじをさばこう～～あじをさばこう～

「魚のさばき方講座」「魚のさばき方講座」
　あじを使って、魚のさばき方とあじを使った調理　あじを使って、魚のさばき方とあじを使った調理
法を学びます。法を学びます。
【とき】7月 1日（土）午前 9時 30分～午後 1時【とき】7月 1日（土）午前 9時 30分～午後 1時
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【受講料】1,500 円（材料代）【受講料】1,500 円（材料代）
【対象】市内在住または在勤の方　20人【対象】市内在住または在勤の方　20人
　※申し込み多数の場合は抽選　※申し込み多数の場合は抽選
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、冷た【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、冷た
　い状態でさばいた魚を持ち帰れる容器、保冷剤　い状態でさばいた魚を持ち帰れる容器、保冷剤
【申し込み】6月 7日（水）までに下記窓口、電話、【申し込み】6月 7日（水）までに下記窓口、電話、
　FAX受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　FAX受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※本人のみ受け付けます。　※本人のみ受け付けます。
【その他】「魚のさばき方講座」は、12月に「イナダ」【その他】「魚のさばき方講座」は、12月に「イナダ」
　を予定しています。　を予定しています。
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日、月曜・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
石川県加賀市 瑠璃光 ☎ 0761-77-2323
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

みんなのひろば
●切り絵展示「蝶の舞」
【期間】6/6（火）～ 25（日）【ところ】二宮コミュ
ニティセンター 2階コラボーレもおか【登録団体】「寺
久保切り絵愛好会」【問い合わせ】コラボーレもおか
☎ 81-5522、FAX81-5558　

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
　　「ウルトラマンライブ　「ウルトラマンライブ　

Peace of the Earth 2017-2018」Peace of the Earth 2017-2018」
【とき】８月 26日（土）
　①午前10時30分開演（午前10時開場）
　②午後 2時 30分開演（午後２時開場）
【ところ】市民会館大ホール
【入場料】全席指定 2,000 円
　※真岡市芸術鑑賞会会員は会館販売分
　　に限り 500円引きです。
【チケット発売】一般発売　6月3日（土）午前９時から
　※電話予約は午後１時から（芸術鑑賞会会員は
　　６月１日（木）から先行発売中）
【プレイガイド】市民会館　ほか
【問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休）


