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●栃木県立聾学校・学校公開
　聾学校を知りたい方、聴覚障害教育に関心のある方、
ぜひ学校公開に参加してみませんか。
【とき】11月 22日（水）10:00 ～ 12:30
【ところ】栃木県立聾学校【内容】学校概要の説明、
授業および施設設備等自由見学【申し込み】11/15（水）
までに下記へ電話または FAX( 氏名・所属を記入 )で
申し込み。【申し込み・問い合わせ】栃木県立聾学校
☎028-622-3910 FAX028-624-6887

シニアシニアのためののための料理教室料理教室
　豆腐の肉巻き焼き、サンラータン風スープ、えびと
きのこのマヨ炒め、わかめと大根のサラダを作ります。
【とき】11月 13日（月）　午前9時 30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の 50歳以上の方　先着 24人
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【参加料】600円（材料代）【申し込み】現在受付中
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・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」駅前館で「まちなか保健室」駅前館で
健康講座健康講座を開催しますを開催します

【とき】10月19日（木）午後1時30分～2時30分
【内容】インフルエンザ風邪予防 COPD
【講師】市保健師
【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　
【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 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

認知症カフェ認知症カフェもめんカフェ開催もめんカフェ開催
　同じ悩みを抱えた方たちが集まり、ほっとする時
間を共有する場です。
【とき】10月 23日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】市公民館 第一会議室
【対象】市内に住む認知症の方またはそのご家族
【内容】認知症の方への対応の仕方　【参加料】無料
【申し込み】電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
【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

　クリスマスイベント『サンタと遊ぼう（今年度は
12/16 に実施予定）』で、子どもたちと一緒に遊び
ます。実行委員は、その事業の企画・運営を行うボ
ランティアです。
【対象】高校生　
【申込期限】10月 26日（木）までに、電話・FAX・
　Eメールで申し込みください。
※第１回実行委員会は 10月 29 日（日）午後 5時
　から市公民館 第 7会議室で開催予定です。　
【申し込み・問い合わせ】　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜 ･祝日休）
　Eメール  gakusyuu@city.moka.lg.jp

2017 年度サンタと遊ぼう2017 年度サンタと遊ぼう
実行委員募集！実行委員募集！

第49回こらぼ茶話第 49回こらぼ茶話
クラフト手芸で作るかわいいブローチクラフト手芸で作るかわいいブローチ
　クラフトを使ってかわいいブローチ作りを行います。
【とき】11月 9日（木）午前 10時～正午   
【ところ】二宮コミュニティセンター 202 会議室
【対象】市内在住、通勤・通学されている方　先着15人
【参加料】500円（材料代）
【講師】さん・ちゃんクラブ
【申し込み】下記窓口、電話、FAXにて申し込み。
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか（月・祝日休）
　☎ 81-5522 FAX81-5558

ふれあい体験講座ふれあい体験講座
障がい者とのハンカチ作り障がい者とのハンカチ作り
　障がい者のみなさんと一緒にオリジナルのハンカ
チつくりをしませんか。きっと新たな出会いと発見
があります。
【とき】11月5日（日）午前8時30分～午後2時15分
【ところ】真岡さくら作業所、地域活動支援センター
【対象】小学生4～6年生、保護者も参加可　先着30人
【参加料】無料（昼食付）　【持ち物】上履き
【申し込み】10月20日（金）までに下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
　☎82-8844 FAX82-5516

今から始める終活講座今から始める終活講座
～将来に備えてできること～～将来に備えてできること～

　これからかかるお金のこと、介護のこと、制度のこと、
最期のこと、将来のために何を準備したらいいか、自
分のために、家族のために、今できることを学びます。
親御さんの老後が気になるご家族も受講可能です。
【とき】11月 10日（金）午前 10時～正午
【ところ】市公民館 第 3・4会議室
【対象】講座内容に興味のある市内在住の方
【参加料】無料
【講師】終活カウンセラー　猪瀬 清美 氏
【申し込み】下記にて電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【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

第22 回 第22 回 真岡市音楽祭真岡市音楽祭
　合唱・吹奏楽・太鼓など、子どもから
大人まで真岡市内の音楽団体が日頃の
練習の成果を発表します。
【とき】11月 12日（日）
　午前 9時開場、9時 20分開演　  
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）
【入場料】無料（整理券あり）
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

真岡市文化祭真岡市文化祭  将棋大会開催将棋大会開催
【とき】10月 22日（日）受付：午前9時～9時 45分
【ところ】青年女性会館
【クラス】小学生の部・一般の部 (中学生以上、棋
　力に応じてクラス分け )
【参加料】小学生 500円、一般 1,000 円
【申し込み】当日会場で申し込み。
【問い合わせ】文化課　☎ 83-7731 FAX 83-4070

～伝えたいふるさとの魅力本物の味～
とちぎ“食と農”ふれあいフェア2017とちぎ“食と農”ふれあいフェア2017
　県内各地のこだわりの農産物や特産品等の展示・
販売、リーディングブランドの紹介・販売。「食べ
て強くなろうプロジェクト」、「栃木にらNo,1 産地
奪回運動」の展開。とちぎ自慢の“本物の味”、“い
い米 3兄弟”の PR。地域自慢の農産物を生かした
食体験、伝統芸能の紹介を行います。
【とき】10月28日（土）・29日（日）
　午前 10時～午後 4時 
【ところ】栃木県庁　※雨天決行
【問い合わせ】とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会
　☎028-623-2333 　FAX 028-623-2337
　農政課農政係　☎83-8137 FAX 83-6208

受給資格期間短縮にかかる年金請求や受給資格期間短縮にかかる年金請求や
国民年金保険料の納付についての国民年金保険料の納付についての
相談会 開催相談会 開催

　日本年金機構から「年金請求書（短縮用）」が送
られた方を対象とした年金受給に関する相談や、国
民年金保険料の納付に関する相談を、年金事務所の
職員が、出張窓口を開いてお答えします。
【とき】10月 25日（水）午後 2時～ 7時
【ところ】市公民館　第 7会議室
　※待ち時間を少なくするため、年金受給に関する
　相談については、宇都宮東年金事務所に事前予
　約をお願いします。
宇都宮東年金事務所
　☎ 028-683-3211（自動音声案内②）

【問い合わせ】国保年金課 国民年金係　☎ 83-8593
　二宮支所 福祉国保窓口係　☎ 74-5004

長田土地区画整理事業長田土地区画整理事業
事業計画（変更）を縦覧事業計画（変更）を縦覧

【縦覧期間】10月 17日（火）～ 10月 30日（月）
　　　　  　期間中 毎日（土・日含む）
【縦覧時間】午前 9時～午後 5時
【縦覧場所】長田土地区画整理組合事務所
【問い合わせ】長田土地区画整理組合
　☎83-5466 FAX83-5468

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
毛利 文香 ヴァイオリンリサイタル毛利 文香 ヴァイオリンリサイタル
【とき】10月15日（日）午後2時開演（午後1時30分開場）
【ところ】市民会館 小ホール
【入場料】前売り 2,000 円　当日 2,200 円
　※全席自由　※未就学児入場不可
　※H29真岡市芸術鑑賞会員は会館購入のみ500円引き
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月・祝日休）
　クラシックもおか事務局（柳）☎0285-75-1688

　ご家庭内の給水装置から水漏れすると、貴重な水
が無駄になるばかりではなく、水道料金も高額にな
りますので、普段より使用水量が多いように思われ
たときは、水漏れしていないかチェックするように
心がけてください。

漏水の確認方法漏水の確認方法
①家庭にあるすべての蛇口を閉め、
　水を使っていないことを確認する。
②水道メーターのふたを開ける。
③水道メーター内のパイロット
　（銀色のもの）を見る。
　⇒パイロットが回転していれば、漏水しています。
　→パイロットが回転していなければ、漏水してい
　　ません。
★漏水していた場合は、必ず市水道課に連絡のうえ、
至急真岡市指定給水装置工事事業者に修繕工事を
依頼してください。

【問い合わせ】水道課庶務係 ☎ 83-8167 FAX84-7512

宅内の漏水が増えています宅内の漏水が増えています
漏水のチェックをお願いします漏水のチェックをお願いします

　 11月 11月のの結婚相談会結婚相談会
【とき・ところ】午前10 時～11時
　1日（水）青年女性会館（研修室・女性室）
　25日（土）市公民館二宮分館（202・203 会議室）
【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、Lサイズ縦 13cm×横 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

音訳ボランティア音訳ボランティア
養成講習会受講者募集養成講習会受講者募集

【とき】11月 10日～ 2月 23日の毎週金曜日、
　（12 月 7日、14 日、1月 18 日は木曜日、12 月
29日は休み、全 15回）午前 10時～正午

【ところ】総合福祉保健センター　朗読奉仕室　
【対象】市内で音訳ボランティア活動を通し、視覚
障がい者のための活動を望む方　先着10人

【受講料】無料
【申し込み】下記へ電話にて申し込み。
【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

10月は10月は「「がん検診50％達成に向けたがん検診50％達成に向けた
集中キャンペーン月間集中キャンペーン月間」」ですです

　今、日本人の２人に１人ががんにかかる
時代です。自覚症状のないがんを早期に発
見するためには、検診が非常に大切です。
　市では胃・肺・大腸・前立腺がん・女
性（子宮・乳）がん検診を実施中です。
保険の種別に関係なく受診できますので、受診を希
望される方は健康増進課までお申込み下さい。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX 83-8619

美術品展示館企画展美術品展示館企画展
「孔版画の世界」関連ワークショップ「孔版画の世界」関連ワークショップ
～身近なもので簡単シルクスクリーン～～身近なもので簡単シルクスクリーン～
　10月25日から美術品展示館で展示する作品の版画
技法シルクスクリーンを体験します。新聞紙やシール
などで型を作り、オリジナルのバッグを作ります。
【とき】10月 29日（日）午後 2時～ 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】小学生以上　先着 10人
【持ち物】下絵（23 × 16cm 以内、こちらで用意
した図案も使用可）

【参加料】500円（材料代）
【その他】汚れても良い服装でご参加ください。
【申し込み】下記へ電話にて申し込み。
【申し込み・問い合わせ】 久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休


