
　 根本山しぜん体験教室
お正月飾りを作ろうお正月飾りを作ろう
　雑木林で小枝や木の実を拾ってきて、
ミニだるまを作ります。
【とき】 12 月 23日（土）午前 9時 30分～正午
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天決行
【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】野外を歩きやすい服装、帽子、軍手、ビ
ニール袋、木工用ボンド、ハサミ、黒のサインペン、
筆記用具、お手拭き、お菓子の空き箱（A4サイズ）

【申し込み】12月10日（日）午前8時30分から電話受付
※ 12月 23日（土）は午前中のみ「野鳥クラフト」
をお休みします。

【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）

久保記念観光文化交流館美術品展示館久保記念観光文化交流館美術品展示館
第14回企画展第14回企画展「孔版画の世界」「孔版画の世界」
　市所蔵の久保コレクションより、久保貞次郎
が支援した作家たちによる色鮮やかなステン
シルやシルクスクリーンの作品を展示します。
【期間】12月 28日（木）まで
　午前 9時～午後 6時（最終入館午後 5時 30分）
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日
【問い合わせ】 久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

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/

●第36回民話美寿々会「もおか」支部町おこし民話語り
　～あなたに届けたい癒しと温もりを～　
【とき】12月 9日（土）13:30 ～ 14:30（入場無料）
【ところ】観光まちづくりセンター　2階
【内容】会員の語り（お地蔵さまの話パートⅡ）
①菅笹地蔵さま（柴山正子）②塩地蔵さん（石田みとり）
③麻布地蔵（橋本公子）④米だし地蔵さま（青柳ナミ子）
⑤賽の河原の地蔵さま（髙松由紀子）⑥子授け地蔵尊
（阿嶋ミチ子）⑦唄と語りいぼ地蔵さま（佐藤宣子）
【問い合わせ】「もおか」支部長 佐藤　☎ 84-4824

みんなのひろば

●平成 29年分　決算説明会　
≪青色申告者≫
【とき】12月 20日（水）【ところ】青年女性会館
【対象】 ①午前 10時～正午：営業・不動産所得関係
②午後 2時～ 4時：農業所得関係
【内容】青色申告決算書の作成方法や注意点など
≪白色申告者≫
【とき】12月 21日（木）【ところ】青年女性会館
【対象】 ①午前 10時～正午：営業・不動産所得関係
②午後 2時～ 4時：農業所得関係
【内容】収支内訳書の作成方法や注意点など
【問い合わせ】真岡税務署 個人課税部門 ☎ 82-2116

市民市民
講座講座 はじめての鉛筆画
　初心者を対象とした鉛筆画の基礎を学びます。
【とき】1月 9日、23日、30日、2月 13日、20日
午前 9時 30分～ 11時 30分（各火曜日、全５回）
【ところ】市公民館 第 7会議室
【対象】市内在住、在勤の成人者  20人（定員超抽選）
【受講料】無料
【持ち物】鉛筆（Bと２B）、鉛筆削り
【申し込み】12月8日（金）～21日（木）までに、　
下記へ電話申し込み（午前8時30分～午後5時15分）
【申し込み・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）図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ

障害者週間特別イベント障害者週間特別イベント
「としょかんプロジェクト」「としょかんプロジェクト」
【とき】12月 9日（土）午前 10時～午後 3時
【ところ】市立図書館 
【内容】◎絵本の読み聞かせ◎ハンドケア◎プラバ
ンキーホルダー作り◎真岡女子高ＪＲＣ部発表
◎ペーパーバッグ作り◎車いす乗車体験◎コラ
ボーレもおかコミボラ発表◎映写会「ジャッキー
のパンやさん」〔字幕付〕（20 分）ほか

　※もおかぴょんがやってくる！
　※当日は授産品の販売もあります。
　真岡市立図書館では９日（土）まで、
　障がいに関する本とＤＶＤの特設コーナーを設置

「第8回新春！かるた大会」「第8回新春！かるた大会」
　かるたを知って、みんなで楽しもう。ぐりとぐら
かるた、栃木かるた、小倉百人一首を使って遊びます。
【とき】1月 6日（土）午後 2時～ 4時
【ところ】市立図書館　2階会議室
【対象】５歳以上～小学生まで　先着 12人
【申し込み】12 月 8 日（金）午前 9時から市立図
書館カウンターまたは電話にて現在受付中

【申し込み・問い合わせ】市立図書館
　☎ 84-6151 FAX83-6199

第6回歴史教室の開催第6回歴史教室の開催
　　「下野の中世を紐解く」をテーマに開催してきま
した。今年度最後の歴史教室となりますのでふるっ
てご参加ください。
【とき】12月9日（土）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）　小ホール
【講師】栃木県立博物館　学芸部長　江田 郁夫 氏
【演題】「中世の名族　長沼氏の興亡」
【申し込み】事前申込不要。当日会場にお越しください。
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

駅前館駅前館「健康講座」「健康講座」
【とき】12月13日（水）午後1時30分～2時30分
【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 【講師】市保健師
【内容】血管年齢を測って脳卒中を予防しよう
【申し込み】ほっとステーション田町館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 4時）

田町館田町館「健康栄養講座」「健康栄養講座」
【とき】12月 17日（日）午前 10時～正午
【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　【講師】栄養士
【内容】正月にむけてのヘルシーな食事づくり
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 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

「まちなか保健室」「まちなか保健室」

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【12月】ガイドツアー【12月】
日　時 集合場所 ガイド内容

23日（土）
10:00～11:30

久保記念
観光文化
交流館

『真岡城跡ガイド』
真岡城跡の歴史にふれる
コースです。
久保記念館～関街道～真
岡城跡～花赤堂～海潮寺

　開始時間の 10分前までに現地集合　※現地解散
【募集人数】20人 　※事前予約が必要です。
【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
【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

まちかど美術館常設企画展まちかど美術館常設企画展
「1970「1970年代の年代のシルクスクリーン版画」シルクスクリーン版画」
　市所蔵の久保コレクションより、
久保貞次郎が支援した作家たちが
1970 年代に制作した彩り豊かな
シルクスクリーン版画を展示します。
【期間】12月 28日（木）まで 午前 9時～午後 5時
　（最終入館午後 4時 30分）
【ところ】まちかど美術館（田町 2203 番地 1）
　※駐車場は福原書店向かい側寿町駐車場（中央商
　　店街駐車場）をご利用ください。
【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日
【問い合わせ】 文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070

平成30年平成30年 真岡市成人式 真岡市成人式
保護者の方への観覧席をご用意しました保護者の方への観覧席をご用意しました
　観覧を希望される方は整理券が必要です。
【配布枚数】成人者世帯につき 1席、先着 100席
【整理券の配布】12 月 8 日（金）から生涯学習課
にて配布、定員になり次第終了（午前 8時 30分
～午後 5時 15分）
　※日曜・祝祭日、年末年始（12/29 ～ 1/3）は
　配布しておりません。

【成人式当日】整理券をお持ちでない方は入場できません。
　※式典が始まってからの入退場はできません。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜 ･祝日休）

動物愛護動物愛護
～ペットの飼い方について～～ペットの飼い方について～
　　大切な家族の一員として楽しく快適にペットと暮ら
すために、飼い主としてきちんとルールを守りましょう。
■最後まで責任を持って飼いましょう
飼い主には終生飼養の責任があります。望まない
繁殖で不幸な命を増やさないためにも、避妊去勢
手術を受けさせましょう。
■無責任な餌やりはやめましょう
野良猫に餌だけ無責任にあげるのはやめましょう。
猫が増え、ご近所へ迷惑を掛ける恐れがあります。
■犬と猫に名札を付けて所有者を明らかに
犬の場合は、鑑札と狂犬病予防注射済票を付けま
しょう。
■猫は室内飼いに努めましょう
鳴き声や「ふん」によるご近所とのトラブル防止、
交通事故などの危険から猫を守りましょう。
■犬の放し飼いは禁止
散歩のときは、引き綱やリードを付けましょう。
（夜間も同様）
■「ふん」の処理を適切に
犬の散歩中に「ふん」をしたときは、必ず持ち帰り、
猫は専用トイレなどの決まった場所でさせましょう。
■正しいしつけと健康管理
習性を理解し、「におい」や「鳴き声」など、ご近所
の迷惑にならないようにしましょう。
■犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに
犬の生涯１度の登録と年１回の狂犬病予防注射
は、法律で定められています。（室内犬も同様）

【問い合わせ】環境課環境保全係
　☎ 83-8125 FAX83-5896

12月10日（日）12月10日（日）
第45回第 45回「天の織姫市」「天の織姫市」

【とき】12月 10日（日）　午前 10時～午後 3時
【ところ】真岡木綿会館駐車場　※小雨決行
【イベント内容】カラフルテント市、ダンス、和太鼓、
クリスマスリース・ミニ門松作製教室など

【主催】真岡商工会議所、天の織姫市実行委員会
【問い合わせ】真岡商工会議所　☎82-3305

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき体操教室

　ボールやマットを使用した運動や
ストレッチ等を実施します。
【とき】 1 月 10日（水）開始  
　（毎週水曜日 全 8回）午前 9時～ 10時
【ところ】“いちご”の湯（真岡井頭温泉）iFitness内
　※送迎はありません、各自お越しください。
【対象】市内在住の 65歳以上の方で本プログラム
に初めて参加する方　先着 15名

【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

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　わかりやすい講話や演奏で、クラシック音楽に親
しんでみませんか。
【とき】1月 19日（金）午後 6時 30分～ 8時
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】トランペット　林 美智子 氏 
　（MCFオーケストラとちぎ）
【内容】『トランペットの仲間たち～いろんな楽器・
　いろんな音色～』　【参加料】無料
【定員】300人（文化課で事前に整理券を配布）
【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070

ル

ろんな

利用しましょう！利用しましょう！
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　次の年齢の方は、クーポンの利用で1回に限り市で
実施する大腸がん検診の自己負担が無料になります。
対象者には5月に無料クーポンをお送りしました。無
料で受けられるこの機会にぜひお申し込みください。
【対象者】昭和51年 4月 2日～昭和52年 4月 1日
生まれの方

【受診方法】下記窓口へ申し込みください。検査容
　器を郵送します。お送りした検査容器に２日分の
　便を取って提出するだけの手軽な検査です。
【検査容器の提出日・ところ】
①健康増進課：午前8時30分～正午、午後1時～4時
12月 20日（水）
1月 10日（水）、17日（水）、24日（水）、31日（水）
2月 7日（水）、14日（水）、21日（水）
②二宮コミュニティセンター：午後1時～1時30分
1月 16日（火）
2月 1日（木）

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

員超抽

でに


