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「まちなか保健室」田町館で「まちなか保健室」田町館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】7月 23日（日）午前 10時～正午
【内容】『糖尿病予防食』　
【講師】栄養士
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【対象】市内在住の方　先着 15人　

【申し込み】ほっとステーション田町館
　☎ 080-8096-9918（受付：午前 9時～午後 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

8 月8月のの情報センター講座情報センター講座
①初めてのパソコン講座
【とき】25日（金）午後2時～ 5時
【対象】パソコンを使用したことがない方
【内容】パソコンの起動、終了方法、初歩的なマウス
　の操作、キーボード操作など
②デジカメ講座～取り込みから加工まで～
【とき】26日（土）午後 2時～ 5時
【対象】Windows の基本操作ができ、デジカメと
　付属のUSBケーブルを持参可能な方
【内容】写真データの取り込み、簡単な加工など

＜①、②共通事項＞
【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【定員】各回先着 10人ずつ 　【受講料】無料
【申し込み】7月 21 日（金）午前 10 時から下記
　にて電話受付

【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室  
夜の里山探検夜の里山探検

　真っ暗な夜の雑木林や水辺に出かけて、昼間とは
異なる生き物の様子を観察します。
【とき】7月 30日（日）
　午後 7時 30分～ 9時　※雨天中止
【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。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】長袖、長ズボン、運動靴、飲み物、懐中電灯
【申し込み】7月 16日（日）から下記にて電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時）

根本山から耳寄り情報！根本山から耳寄り情報！
　根本山でザリガニ釣りができます。さおは無料で
貸し出します。詳しくはホームページまたは根本山
自然観察センターまでお問い合わせください。

【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）

傾聴（お話を聴く）ボランティア傾聴（お話を聴く）ボランティア
養成講習会養成講習会

　一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の方等のお
話を聴く傾聴ボランティアを養成し、対象となる方々
の心の健康増進を図ることを目的に開催します。
【とき】8月 3日、7日、23日、24日、28日　
　■ 8月 3日、23日 ･･･ 午前 9時から
　■ 8月 7日、24日、28日 ･･･ 午前 10時から
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】講習会終了後、市で傾聴ボランティアとし
て活動する意思のある方　30人

【受講料】無料
　※修了証は 5日間の全日程を受講した方のみ交付
【申し込み】下記へ電話で申し込み
【申し込み・問い合わせ】社会福祉協議会 
　地域福祉施設係　☎ 82-8844 FAX82-5516

市の花「わた」を市の花「わた」を
育ててみませんか育ててみませんか

　「わたの苗」を無料配布します。プランターや花
壇で栽培できます。苗は、「わたづくり体験」の参
加者が種をまいたものです。
【配布日時】7月12日（水）から（午前10時～午後4時）
【ところ】真岡木綿会館
　※先着 150人（1人 3ポットまで）　
【問い合わせ】真岡木綿会館（火曜日休）
　☎ 83-2560 FAX85-8159

景観講演会景観講演会
中心市街地の活性化中心市街地の活性化
～賑わいのあるまちづくりを中心として～～賑わいのあるまちづくりを中心として～
　市は、自然、歴史、文化と調和した
良好な街並みの形成を目指し、平成 30
年度に景観行政団体への移行を予定し
ています。
　この講演では、栃木県の景観アドバイ
ザーである堀教授をお招きし、「景観を活
かしたまちづくり」についてお話していただきます。
【とき】7月 28日（金）午前 10時～正午
【ところ】市公民館 第 3・4会議室
【対象】どなたでも可　【入場料】無料
【講師】堀　繁 氏
　（東京大学教授、アジア生物資源環境研究センター長）
【問い合わせ】都市計画課計画係
　☎83-8152　FAX83-8879 

統計グラフコンクール統計グラフコンクール
栃木県コンクール作品募集栃木県コンクール作品募集
　統計グラフの作品を募集します。
【対象】栃木県内の小学生、中学生、高校生、大学生
　および一般の方
【課題】自由
　※小学４年生以下の方は、児童自らが観察、調査し
　　た結果をグラフにしたものを応募してください。
【入賞作品発表】9月下旬に行い、12月 11日（月）
　開催の「栃木県統計大会」で表彰されます。
　また、優秀作品は、全国コンクールに出品します。
　※詳しくは、栃木県統計課ホームページをご覧ください。

【申し込み・問い合わせ】
　栃木県県民生活部統計課（管理普及担当）
　〒 320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20
　☎ 028-623-2242 E ﾒー ﾙ：tokeika@pref.tochigi.lg.jp
【問い合わせ】企画課統計係
　☎83-8109　FAX83-5896

　 8月 8 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき・ところ】午前10 時～11時
　2日（水）：市公民館二宮分館（202・203 会議室）
　19日（土）：青年女性会館 （研修室・女性室）
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（全身タテ 13cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの　
【主催】真岡市縁組センター

【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234

みんなのひろば

●心の悩みに関する相談・教室のお知らせ
　県東健康福祉センターでは、心の悩みに関する事業
を実施しています。1人で抱え込まず、まずはご相談
ください。
【問い合わせ】県東健康福祉センター☎0285-82-2138

日程 内容
こころの
健康相談 随時 保健師が心の悩みやアルコール

などの相談を受けます。

精神保健ク
リニック

月１回
（要予約）

精神科医または臨床心理士が、
ご本人やご家族の相談を受け
ます。

子どもの
心の相談

専門医または心理士が、不登
校や暴言、暴力、発達障害の
お子さんなどについて相談を
受けます。

精神保健
家族教室

家族同士の交流を通し、日々
の悩みを語り合い、病気の正
しい知識や対応を学びます。

● 7月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です
　栃木県は、子どもを育むための大人の基本理念や行
動方針として、平成 22年に「とちぎの子ども育成憲章」

を制定しました。この憲章は、県民が力を合わせて子
どもたちを健全に育てていくために、大人が具体的に
取り組む姿勢を分かりやすく示しています。子どもた
ちが夢や希望を持ち、心豊かでたくましく成長するた
めに、私たち大人が積極的に子どもたちと関わってい
きましょう。
●栃木県農業大学校 平成 30 年度生 学生募集
　栃木県農業大学校では、本県農業の次代を担う資質
の高い青年を実践的教育により育成するため、次の通
り学生を募集します。
【募集人数】農業経営学科 25人、園芸経営学科 40人、
畜産経営学科 15人
【出願期間】①推薦入学試験 9/1（金）～ 15（金）、
②一般入学試験（前期）11/20（月）～ 12/4（月）、
③一般入学試験（後期）2/2（金）～ 16（金）
【試験日】① 10/27（金） ②平成 30年 1/10（水） 
③平成 30年 2/23（金）
【合格発表】① 11/13（月） ②平成 30 年 1/29（月） 
③平成 30年 3/5（月）
【問い合わせ】栃木県農業大学校事務部学生課
〒 321-3233 宇都宮市上籠谷町 1145-1
☎ 028-667-0711、FAX028-667-4943
E ﾒｰﾙ：nougyou-dai@pref.tochigi.lg.jp

女性のための創業塾 in真岡女性のための創業塾 in真岡
夢をかなえるファーストステップ夢をかなえるファーストステップ  
　女性が美しくあるためのサロンを開きたい、親子
でくつろげるカフェを開きたい、特技を活かして教室
を開きたいなど、決して夢ではない「起業」に向かって、
知っておくべきことを学び、一歩前へ進みましょう。

【ところ】真岡商工会議所　【定員】先着 20人
【講師】中小企業診断士
　（黒澤佳子 氏、山下典江 氏、青山直子 氏）
【参加料】無料
【申し込み】下記まで電話申し込み
【申し込み・問い合わせ】 真岡商工会議所 
　☎ 82-3305　FAX82-7967

日時 テーマ

① 　8月 1日（火）
18:00 ～ 21:00

起業家になろう
先輩女性起業家から学ぼう

② 8 月 8日（火）
18:00 ～ 21:00

「売れる」ために（マーケティング）
知っておきたいお金の管理

③ 8月 22日（火）
18:00～ 21:00

創業時に必要な準備や手続き
お金はいくら必要か

☆科学の広場☆　親子実験♪☆科学の広場☆　親子実験♪
「ようこそ！ミクロの世界へ」「ようこそ！ミクロの世界へ」
【とき･対象】①7月 30日（日）幼児～小学校2年生向け
　② 8月 5日（土）小学校 3年生～中学生向け
　両日とも午前 9時 30分～ 11時 30分
【定員】各日 親子 先着 24組程度
【参加費】子ども１人 100円
【申込期間】① 7月 19日（水）～ 21日（金）
　②７月 26日（水）～ 28日（金）
　午前 8時 30分から下記にて電話受付
【問い合わせ】科学教育センター　☎ 83-6611 

チケット好評発売中！チケット好評発売中！
文化遺産フェスティバル2017文化遺産フェスティバル2017
【とき】9月17日（日）午後6時開演（開場：5時30分）
【ところ】市民会館大ホール
【入場料】2,000 円（税込）　
　※全席指定　※未就学児入場不可
【内容】
■第一部：シンポジウム
　「心と文化の源泉～親鸞聖人を辿る」
≪出演≫今井雅晴（筑波大学名誉教授）
　長岡辰夫（高田山専修寺総代）、アレックス・カー
　（東洋文化研究者）、松山秀夫（真岡市文化協会会長）
　綱川榮（下野新聞社特別編集委員）
■第二部：①真岡の伝統芸能
≪出演≫民話美寿々会「もおか」支部、西田井八社五社
　②古典雅楽の上演
≪出演≫ 東儀秀樹 （雅楽師）
【問い合わせ】文化課☎83-7731 FAX83-4070

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。お電話お待ちしています。
【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


