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みんなのひろば

●「真岡ジュニアソフトテニス教室」新会員募集
　平成 30年度の会員を、次の通り募集します。
【対象】小学 3 年生～ 6 年生【定員】20 人【年会費】
6,000 円【募集締切】3/24（土）※募集案内と申込書は、
市総合体育館にあります。【申し込み・問い合わせ】
真岡市ソフトテニス協会事務局 理事長　阿久津 進　
☎ 82-8017（FAX 兼）携帯電話：090-4820-4254

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
おとなのクラフトおとなのクラフト

あったら便利！キッチングッズを作ろう
　根本山産のモウソウチクで、いろいろなと
きに使えて便利な“万能べら”を作ります。
大人が楽しむ本格的なクラフトです。
【とき】3月6日（火）、7日（水）午前 10時～
【ところ】根本山自然観察センター ※雨天中止
【対象】一般の方　各日先着 10人　【参加料】無料
【持ち物等】汚れても気にならない服装、エプロン、
　軍手、マスク、帽子、筆記用具、30cm定規　
【申し込み】2月 18 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  FAX 83-4624  （月曜・祝日の翌日休）

止
無料

「まちなか保健室」田町館で「まちなか保健室」田町館で
健康講座健康講座を開催しますを開催します

【とき】2月21日（水）午後1時30分～2時30分
【内容】上手な減塩の方法  【講師】食生活改善推進員
【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

3月3月のの情報センター講座情報センター講座
①デジカメ講座～取り込みから加工まで～
【とき】14日（水）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
②Excel2013 基礎講座
【とき】25日（日）、午前 10時～午後 5時 30分
【対象】マウス操作、文字入力ができ、ワープロ操
作の経験者

【内容】データの入力方法、関数（合計等）、表・グ
ラフの作成、集計、抽出、並べ替えなど
＜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 　【受講料】無料
【申し込み】2/23（金）10:00から電話受付
【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎ 83-8881 FAX83-8882（火曜日休）

付

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】3月 8日（木）午前 9時 50分～11時 15分
　（受付：午前 9時 45分まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成29年 12月生まれの
　乳児と保護者　先着 17組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「赤ちゃんとの　
日常生活・産後ママの体のケア」ほか

【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】2月23日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～
 両親学級 両親学級ののご案内　

　赤ちゃん人形を使った沐浴体験、妊婦
疑似体験などを行います。
【とき】3月 10日（土）
　午前9時30分～11時30分（開始5分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦（おおむね妊娠24週以降）
　先着15組　【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】2月23日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

　

　 3月 3月のの結婚相談会結婚相談会
【とき・ところ】午前 10時～ 11時
　14日（水）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、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

  3 月の3月の　　
子育て支援センター＆サロン
子育て支援センター・地域サロン開設日
と　こ　ろ   開設日・時間

第一子育て支援センター
（こっこひろば）

月～日（祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

第二子育て支援センター
（ぴよぴよひろば）

月～金（土・日・祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

地域サロン大内分館
（大内農業構造改善センター）6日、13日（火）午前9時～正午

地域サロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター） 7日、14日（水）午前9時～正午

地域サロン中村分館
（中村農村環境改善センター）8日、15日（木）午前9時～正午

地域サロン山前分館
（山前農村環境改善センター）9日、16日（金）午前9時～正午

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（2･8･13日、1･20･23日
の午後、土、日、祝日は除く）
午前9時～正午、午後1時～3時

第一子育て支援センターの行事予定
28 日（水）午前10時45分～ 誕生会

【問い合わせ】第一子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
第二子育て支援センターの行事予定

5 日（月）
午前10時45分～

子育て健康相談
7日（水） 誕生会

【問い合わせ】第二子育て支援センター☎84-4100（FAX兼）
にのみや保育園子育て支援センターの行事予定
1 日（木）午前 10時～ ひなまつり集会
9日（金）
16日（金）
23日（金）

午前 11時～ 体育遊び

28日（水）午前 11時～ 栄養士の先生と
ほっとなひととき

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200

エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室
【とき】3月 7（水）
《エンゼル広場（施設開放）》午前9時 30分～11時
《もしもしテレフォン相談室》午後 1 時～ 4時
【ところ・相談先】市内保育所、認定こども園等

＆サロン＆サロン

認知症カフェ認知症カフェ『『もめんカフェ』もめんカフェ』
　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】2月 26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】褥

じょくそう

瘡について学ぼう　【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）
【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

全身の健康はお口と歯から！全身の健康はお口と歯から！
健康塾～口腔ケア編～健康塾～口腔ケア編～
　歯周病は全身の健康にも影響を及ぼす国民病です。
歯周病予防の方法を実際に歯を磨きながら学びます。
　参加者には、歯科衛生士おすすめの
歯ブラシをプレゼントします。
【とき】2月 28日（水）
　午後1時30分～3時（受付：午後1時20分から）
【ところ】真岡市公民館　第７会議室
【対象】40～ 74歳の市民の方　先着30人
【内容】①お口の健康と歯周病の話（講話） 
　②正しい歯磨きの実践
　　（染色液で、口の中の磨き残しをチェック） 
　③健口体操
【持ち物】普段使っている歯ブラシ、ハンドタオル
【申し込み】2月 21日（水）までに下記窓口または
　電話で受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

もおかスポーツクラブ　もおかスポーツクラブ　
ビームライフル教室　
　　だれにでも気軽にできるビームライフルの教室
です。ビームライフル全国大会出場経験のあるスペ
シャリストが基本から楽しく指導します。
【とき】2月 24日（土）午後 2時～ 4時
【ところ】山前農村環境改善センター 多目的ホール
【対象】小学 3年生以上の方  先着 30人
【参加料】高校生以上 500円、中学生以下 200円
　（当日会場でお支払いください）
　※もおかスポーツクラブ会員の方は無料
【申し込み】2月 22日（木）までに電話（平日午前
8時 30分～午後5時 15分 )または FAX・Eメー
ルで申し込み。

【申し込み・問い合わせ】もおかスポーツクラブ（市総合体育館内） 
  ☎ 84-2811 FAX84-6258 Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
  ※FAX・E ﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢・性別を明記

　

科学教育センターの案内科学教育センターの案内
★科学の広場★★科学の広場★

「わりばしグライダーをつくろう」「わりばしグライダーをつくろう」
　わりばし型紙飛行機を作ります。
【とき】3月 3日（土） 午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小 ･中学生 先着 24組
　（小学 4年生以下は保護者同伴） 
【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】2月 21 日（水）～ 23 日（金）、下記
にて電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※電話での申し込みが必要です。
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

真岡市まちかど美術館真岡市まちかど美術館
市民ギャラリー『亀山有志芸術クラブ展』市民ギャラリー『亀山有志芸術クラブ展』
　油彩画、水彩画、仏画等の作品を
展示しています。是非ご覧ください。
【期間】2月 25日（日）まで
　午前 9時～午後 5時
【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の寿町（中央商店街）
　駐車場をご利用ください。
【入館料】無料　【主催】真岡市教育委員会
【問い合わせ】文化課文化振興係☎83-7731 FAX83-4070

肝炎ウイルス検査肝炎ウイルス検査実施のお知らせ実施のお知らせ
　集団検診の際に受診の機会を逃し、肝炎ウイルス検
査を受けたことのない方を対象に検査を実施します。
【とき】3月7日（水）受付：午前8時30分～9時30分
【ところ】総合福祉保険センター
【対象】40歳～ 74歳の市民の方で、肝炎ウイルス
検査を受けたことがない方

※今までに検査を受けた方、肝炎で治療中の方は対象外
【申し込み】2月28日（水）までに下記へ電話にて受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

芳賀保護区保護司会芳賀保護区保護司会
更正保護サポートセンター開設更正保護サポートセンター開設
【開設日時】月・水・金　午前 9時～午後 4時
　（年末年始・祝日を除く）
【開設場所】芳賀地区広域行政センター 1階
　（真岡市下籠谷 4412 番地 1）
※保護司への相談等ある場合は、事前にご連絡ください。
【問い合わせ】芳賀保護区保護司会更生保護
　サポートセンター　☎ 83-5115 （FAX 兼）

●スマ・切り絵クラブ「残したい風景」を開催
　【とき】2月 20日（火）～ 3月 11日（日）【ところ】
二宮コミュニティセンター2階【問い合わせ】コラボー
レもおか☎ 81-5522 FAX81-5558

オピママなかよしコンサートオピママなかよしコンサート
　親子で一緒に楽しめる音楽会です。
お気軽にお越しください。
【とき】2月 25日（日）
　午後 1時開場、午後 1時 30分開演
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【内容】・ハンドベル（能満寺ハンドベルエコーベル
フラワーズ）・オペレッタ『ともだちほしいなオオ
カミくん』・ピアノといっしょにみんなで歌おう

【入場料】無料（予約不要）
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

）小

おみやげもあるよ

認知症声かけ訓練参加者募集認知症声かけ訓練参加者募集
　認知症の理解促進のため、講演と声かけ訓練を行
います。参加者同士話し合いながら「認知症」と「認
知症の人」について、理解を深めましょう。
【とき】3月 11日（日）午前9時 30分～午後3時
【ところ】山前農村環境改善センターおよび周辺
　（多目的ホール集合）　【定員】50人
【申し込み】2月28日（水）までに下記へ電話にて受付
【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516


