
平成30年度受講者募集平成30年度受講者募集
点字ボランティア養成講習会点字ボランティア養成講習会
【期間】4月 15日（日）から平成 31年 3月 17日（日）
　までの毎月第1･3日曜日（5月、1月は第2･4日曜日）
　午前 10時～正午
【ところ】市総合福祉保健センター 心配ごと相談室
【対象】点字を学ぶことに意欲・関心があり、講習会
終了後は市内での活動に参加し、視覚障がい者を理
解し交流を深めることを望む方　【定員】先着10名

【受講料】無料（テキスト代 580円は自己負担）
【申し込み】3月 28 日（水）までに、下記窓口で
　備えの申込書にテキスト代を添えて申し込み
【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

ラストチャンスです！ラストチャンスです！
ヤング女性がん検診ヤング女性がん検診のお知らせのお知らせ
　平成 29年度子宮頸がん・乳がん検診を受けてい
ない方はお申し込みください。
【とき】3月4日（日）（受付:午前8時30分～10時30分）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方で、平成
　29年度子宮頸がん・乳がん検診を受けてない方
検診の種類検診の種類 対象者対象者 自己負担金自己負担金
子宮頸がん検診 20歳～39歳（定員：80人） 400円
乳がん検診 30歳～39歳（定員：80人） 200円

【申し込み・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

芳賀地区エコステーション芳賀地区エコステーション
趣味のお宝掘り出し市趣味のお宝掘り出し市
　ごみの減量化およびリサイクル推進の一環とし
て、施設に搬入された物（陶磁器、古家具、木工品、
楽器等）を入札方式にて提供します。
【受付期間】3月1日（木）～15日（木）（午前9時～午後4時）
【参加方法】購入希望者は受付期間中にご来館の上、購入
　希望金額を記入し投票してください（1人何点でも可）
【参加資格】真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳
賀町に在住の 18歳以上の方

　※営利目的の方は参加できません
【選考方法】3月 20日（火）午前 10時から
　購入希望金額が最高値の方を商品引渡者とします
　※当選者には個別に連絡します
【引渡期間】3月26日（月）～4月6日（金）※平日のみ
※投票の際の注意事項は下記へ問い合わせください
【展示場所・問い合わせ】芳賀地区エコステーション
　（真岡市堀内1839）☎ 81-1244 FAX81-1266

項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 8日（木） H29年 10月 3日～ 10月 31日生

9カ月児健診 16日（金） H29年 5月 13日～ 5月 31日生

1歳 6カ月児健診
2日（金） H28年 7月 19日～ 8月 10日生

9日（金） H28年 8月 11日～ 8月 31日生

3歳児健診 13日（火） H27年 2月 9日～ 2月 28日生
2歳児歯科検診 26日（月） H28年 3月生

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】予診票、母子健康手帳、健やか親子 21　
　設問票（4カ月・１歳6カ月・3歳健診対象者のみ）、
　歯ブラシ・タオル（歯科検診のみ）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。
3 月の「マタニティ・子育て相談会」3 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】14日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター

育児相談 母乳・ミルク相談
要予約

子どもの栄養相談 妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳　
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎83-8121 FAX83-8619

年長のお子さん！年長のお子さん！
麻しん（はしか）・風しん混合麻しん（はしか）・風しん混合のの
予防接種予防接種をうけましょうをうけましょう
　麻しん風しんワクチン（MR）は 1回目を 1歳の
ときに、2回目を年長児のときに定期接種として行
います。定期接種対象の年齢であれば無料で接種す
ることができます。
　麻しん風しんワクチンは、進学、就職の際や、海
外渡航の際に接種履歴について確認されることがあ
ります。定期接種として 2回の接種が完了してお
らず、定期接種対象外の年齢で接種すると自費とな
り、接種料金は 10,000 円前後となります。
　年長児のお子さんは、2回目の麻しん風しん
ワクチン予防接種を必ず受けましょう。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

ん

第58回第58 回市場開放デー開催市場開放デー開催
【とき】2月25日（日）午前8時～10 時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【内容】人気の鮭、プリプリのはまぐり、しじみ、
春野菜、旬の柑橘類の販売。特製イカ入り焼きそ
ば、北海道特大じゃがバター、手作り豆腐・ガン
モ等の販売。しじみ汁の無料配布。1,000 円以
上購入で粗品プレゼント（数量限定）

【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX84-0225

★天体観望会★
　天体望遠鏡を使って、月とすばるを観察します。
【とき】2日（金） 午後 6時 30分～ 7時 30分
【対象】先着 30人（小学生以下は保護者同伴） 
【参加料】無料【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】2月 26日（月）～ 28日（水）までに、
　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。

★プラネタリウム一般公開★
【とき】3日（土）①午前11時から ②午後1時30分から
　※途中入場不可（投影時間約 50分）
【内容】当日の星座解説、番組「ノーマン・ザ・スノーマン」
【観覧料】高校生以上 200円、4歳～中学生 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

分）

分

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【3 月】ガイドツアー【3 月】

日　時 ガイド内容
11日（日）
10:00～　
　　11:30  

『SLミュージアム』　
【コース】真岡駅～情報センター～
　　　　　SLキューロク館～D51

【集合場所】真岡駅東口　※現地集合、現地解散
　（開始時間 10分前集合） 　【募集人数】20人
【参加料】無料※保険料 100円は別途必要
【申し込み】要予約、開催日3日前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

【ところ】 観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内）
とき 内容（主催） 参加料

1日（木）、15日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

4日（日）、18日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

８日（木）、22日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

17 日（土）
午後 1時 30分～

子ども将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

【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

3 月3月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

認知症カフェ認知症カフェ
「スマイルカフェHi,ポーズ」「スマイルカフェHi,ポーズ」
　認知症カフェとは、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できる場です。
【とき】3月 11日（日）午後 2時～ 3時 30分
【ところ】グループホームふれんど真岡（東大島801-4）
【対象】認知症の方とご家族。その他どなたでもお
　気軽にご参加ください。
【内容】認知症サポーター養成講座　【参加料】無料
【申し込み】グループホームふれんど真岡へ電話申し込み
【申し込み】グループホームふれんど真岡 ☎81-5181
【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

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。https://www.city.moka.lg.jp/

市民市民
講座講座 体幹トレーニング講座
　初心者向けのトレーニングを基礎から学びましょう。
【とき】4月 18日、25日、5月 9日、23日、30日、
　6月 6日、13日、20日（各水曜日、全 8回）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館　第 5・6会議室
【対象】市内在住、勤務の成人の方 25人（定員超抽選）
【持ち物】ヨガマット（お持ちの方）、汗拭きタオル、
飲み物、動きやすい服装　【受講料】無料

【申し込み】3月9日（金）までに、下記窓口または電話
で本人のみ受付（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 FAX83-4070

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 13日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 13日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※3/2（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

13日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

6、13、20、27 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  6日（火）  9:30 ～11:30
【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 3 月の各種相談日

3月3月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査

オピママなかよしコンサート
【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

【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

よ
時 3 分分分分分

ン
開演

入場無料
（予約不要）

お食事とおしゃべりでお食事とおしゃべりで
「大人の街コン」参加者募集「大人の街コン」参加者募集
　大人の装いで街コンに参加しませんか。ペアになられ
たカップルには、抽選で豪華景品をプレゼントします。
【とき】3月 10日（土）午後 6時～ 8時
【ところ】フォーシーズン静風（真岡市台町11番地8）
【参加費】男性 4,000 円　女性 2,000 円
【内容】自己紹介、フリータイム、ミニゲームなど
【対象】25歳以上40歳までの独身男女 先着各12名
　◆男性 ･･･ 真岡市内在住または勤務の方
　◆女性 ･･･ 要件なし
【申込期限】2月 28日（水）
【主催】真岡商工会議所青年部　【後援】真岡市
【申し込み・問い合わせ】真岡商工会議所☎82-3305 

科学教育センター3月の案内科学教育センター3月の案内

真岡市立図書館真岡市立図書館
≪英語おはなし会≫ 6、13、20、27日（火）午前10時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語の絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 10日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 10日（土）午後2時～
　「特選イソップ物語」から『木こりと金のおの』『ラ
イオンとネズミ』など 4話上映（50分）
≪おはなしの森≫ 17 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 20日（火）午後2時～
　「風光る剣」（134分）
≪幼児向けおはなし会≫ 23 日（金）午前10時～
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
　http://www.moka-lib.jp/

3 月の図書館だより3 月の図書館だより

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫1日（木）午前10時30分～
≪キャンドルの会≫ 10 日（土）午前 10時～
　【内容】絵本の読み聞かせ＆工作（ストローでは
ばたくカラス）をつくろう
≪映写会（大人向け）≫ 15日（木）午後 2時～
　「ふるり」（91分）
≪スタッフの読み聞かせ≫17日（土）午後2時～
≪館長のおはなし会≫ 24 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 24日（土）午後 2時 30～
　「アルプスの少女ハイジ」ほか『三びきの子ぶた』
『はだかの王様』の全３話上映（21分）
≪三つ子の魂育成事業≫27日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286
3月の休館日3月の休館日（真岡・二宮）5日、12日、19日、26日

3 月の女性がん集団検診3月の女性がん集団検診
　40歳以上の方対象の、子宮頸がん・乳がん・骨密
度検診です。年度内に未受診の方は、是非申し込みく
ださい。新規の方は申し込みが必要です。
 とき とき【受付】午後1時～1時45分【受付】午後1時～1時45分 実施会場実施会場
  1 日（木）、12日（月） 総合福祉保健センター
　※詳細は、下記までお問い合わせください。
【申し込み・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


