
平成30 年度受講者募集平成30年度受講者募集
手話ボランティア養成講習会手話ボランティア養成講習会
【期間】4月19日（木）から平成31年1月31日（木）
　までの毎週木曜日、全 40回　午後 7時～ 9時
　（祝日および年末年始は休講）
【ところ】市総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】手話を学ぶことに意欲・関心があり、講習会
終了後は市内での活動に参加し、聴覚障がい者を理
解し交流を深めることを望む方　【定員】先着20名

【受講料】無料（テキスト代 3,240 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
※欠席が3回を超えた場合、修了証を交付できません。
【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

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/

3 月に 70 歳を迎える方へ3月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　3月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70 歳以上の方
　（昭和 23 年 3 月 31 日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または、二宮支所福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
のみです。3月に申請された方への温泉券の交付 
枚数は 1枚（1カ月分）です。

【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

国保の方で利用補助券をお持ちの方！国保の方で利用補助券をお持ちの方！
 今月 今月がが使用期限です！使用期限です！
　特定健診受診者わくわくプレゼントの「平成 29
年度真岡井頭温泉・あぐ里っ娘・道の駅にのみや利
用補助券」は、使用期限が 3月 31日（土）までです。
忘れずにご利用ください。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619 

市民市民
講座講座
古典入門「源氏物語」

受講生募集
【とき】4 月 27 日、5 月 11 日、18 日、25 日、　
　6月 1日（各金曜日、全 5回）午前 10時～正午
【ところ】市公民館　第 7会議室
【対象】市内在住、勤務の成人の方30人（定員超抽選）
【内容】　「須

す ま

磨」の巻の名文を味わう
【持ち物】筆記用具　【受講料】無料
【申し込み】3月 2日（金）～ 16日（金）までに、
電話で受付（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

若手演奏家支援事業コンサート若手演奏家支援事業コンサート
遠山 綾 テューバリサイタル遠山 綾 テューバリサイタル
【とき】3月11日（日）午後2時開演（午後1時30分開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【入場料】全席自由　※未就学児の入場不可
　大人 1,000 円　高校生以下 500円 
【チケット】現在発売中
【プレイガイド】市民会館（文化課）のみ
【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
　☎83-7731 FAX83-4070（日・祝日休）

　真岡もめんの着物を着て、門前地区をまちある
きしてみませんか。着付けのみのコースのほか、
「Trattoria COCORO」のランチ付きコースや「も
めん茶屋」のお食事・甘味付きコースなどもお選び
いただけます。
【開催予定日】4月 8日（日）、22日（日）、
　5月 5日（土）、20日（日）、6月 10日（日）、
　10月 28日（日）、12月 9日（日）
【参加方法】開催日 4日前までに事前予約が必要で
す。申し込みは先着順となりますので、お早めに
申し込みください。
※詳しくは観光協会ホームページをご覧ください。
（http://www.moka-kankou.org/）
【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≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

15日（木）
9:30 ～ 10:20 芳賀地方農業共済組合
11:10～12:00 真岡製作所
13:30～16:00 千住金属工業

22日（木）9:30 ～ 16:00 真岡青年会議所
（ザ・ビックエクストラ真岡店）

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

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。サポー
ターとは、何か特別なことをするのではなく、認知
症の人や家族に対する理解者になることです。
【とき】3月 14日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 1会議室　【受講料】無料
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【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

駅前館「健康講座」駅前館「健康講座」
【とき】3月 7日（水）午後１時30分～2時 45分
【内容】・物忘れ予防 /介護相談（講師：地域包括
支援センター職員）・振り込め詐欺寸劇（講師：
消費者行政推進協力員）
駅前館駅前館「健康栄養講座」「健康栄養講座」

【とき】3月11日（日）午前 10時～正午
【内容】離乳食のすすめ方　 【講師】栄養士
＜共通事項＞
【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

「まちなか保健室」「まちなか保健室」

鬼怒水辺観察センター主催鬼怒水辺観察センター主催
野鳥・チョウ等の写真展野鳥・チョウ等の写真展
　身近な野鳥等の生態写真を展示します。
【とき】3月 24日（土）までの、水、土、日曜、祝日
午前 9時～午後 3時

【ところ】鬼怒水辺観察センター隣
　国土交通省河川防災インフォメーションセンター
【入場料】無料
【問い合わせ】鬼怒水辺観察センター  ☎84-6439 
　FAX 84-3312（月・火・木・金曜休み※祝日除く）

市民市民
講座講座

初心者の
つるし飾り講座

　初めて作る方を対象に気軽に飾れる
『端午の節句タペストリー風』つるし
飾りを作ります。
【とき】4月 7日、14日、21日、28日、
　5月 12日（各土曜日、全 5回）
　午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住、勤務の方 15 人（定員超抽選）
　※過去に西分館で実施したつるし飾り講座を受講
　　したことがない方を優先とします。
【持ち物】裁縫道具　【受講料】2,600 円
【申し込み】3月 2日（金）～ 10日（土）までに、
下記窓口または電話・FAXで受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

みんなのひろば
●平成30年度「協会けんぽ」の保険料率のお知らせ
　中小企業等で働く方やそのご家族が加入している健
康保険「協会けんぽ」栃木支部の健康保険料率は現在
の 9.94％から 9.92％へ引き下げとなります。また、介
護保険料率は現在の 1.65％から 1.57％へ引き下げとな
ります。変更時期は平成 30 年 4 月納付分からとなり
ます。詳しい内容は、協会けんぽホームページでご確
認ください。（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）
【問い合わせ】協会けんぽ栃木支部☎ 028-616-1692

自然教育センター自然教育センター
活動指導ボランティア研修会活動指導ボランティア研修会
ボランティア指導員をやってみませんかボランティア指導員をやってみませんか
　自然教育センターでは、入所した児童生徒の活動
を支援するボランティア指導員を募集しています。
ボランティア指導員の養成のため、研修会を開催し
ますので、興味のある方はご参加ください。
【とき】3月 15日（木）午後 1時 15分～ 4時頃
【ところ】自然教育センター
【内容】『焼き板』を作ります。
　杉板を燃やし、表面に焦げ目を
　つけ、すすをきれいに擦り落とし
　絵や文字を描き入れ、壁掛け飾りに仕上げます。
【対象】小・中学生への焼き板の指導者として平日
の昼間に活動できる成人の方
　各自で当センターまでの往復ができる方
【定員】10人（定員超抽選）　【参加費】無料
【持ち物等】タオル、軍手、マスク 2枚、活動しや
すい服装（すすで汚れる可能性があります）

【申し込み】3月 9日（金）までに、下記窓口または
電話・FAXで受付　（平日：午前 9時～午後 5時）

【申し込み・問い合わせ】自然教育センター
　☎ 83-1277 FAX83-1278

第 2 回第 2 回  リサイクルフェアリサイクルフェア
　除籍扱いになった書籍や絵本、雑誌、各ご家庭か
ら頂いた本を無償で提供します。
【とき】3月 21日（水・祝）午前 10時～午後 3時
午前 9時 30分より整理券配布

【ところ】市立図書館　２階学習室
【持ち物】マイバッグ
　※イベントの詳細は、下記までお尋ねください。
【問い合わせ】図書館  ☎ 84-6151 FAX83-6199 

午後後

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
和太鼓宝塾 15 周年記念公演  和太鼓宝塾 15 周年記念公演  
　　『一期一会』『一期一会』チケット好評発売中チケット好評発売中
【とき】5月 20日（日）
　午後 3時 30分開演（午後 3時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール
　（市民会館）大ホール
【入場料】全席指定　一般 4,500 円、
　高校生以下2,000円、シニア（60歳以上）4,000円
　※未就学児膝上無料、席が必要な場合は有料
【プレイガイド】市民“いちご”ホール（市民会館） 
　☎ 83-7731（日・月・祝日を除く8:30～17:15）、
　オフィス宝 ☎ 0120-568-011、
　チケットぴあ☎ 0570-02-9999（Pコード :106826）
【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休）
　オフィス宝　☎ 0120-568-011

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『上野洋子 油絵展』市民ギャラリー『上野洋子 油絵展』
【期間】3月3日（土）～ 12日（月）まで
　午前 10時～午後 4時【入館料】無料
【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駐車場（まちなか保
　健室田町館駐車場）をご利用ください。　
【問い合わせ】文化課文化振興係☎83-7731 FAX83-4070

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

参加者募集参加者募集
  健康塾 ～高血糖編～健康塾 ～高血糖編～

　血糖値の「やや高め」は『そろそろ危険』のサイ
ンです。糖尿病にならないためには、糖尿病予備群
のいまのうちに予防対策をすることが大切です。糖
尿病専門医からの講話とすぐできる糖尿病予防の食
事が分かる教室です。
【とき】3月 8日（木）午後 2時～ 4時 30分
　（受付：午後 1時 45分から）
【ところ】市公民館　第 3・4会議室
【対象】血糖値が高めの 40～ 74歳までの市民の方【対象】血糖値が高めの 40～ 74歳までの市民の方
　　先着 30人　　　先着 30人　※糖尿病内服治療中の方は除く※糖尿病内服治療中の方は除く
【内容】①糖尿病専門医の講話【内容】①糖尿病専門医の講話
　《講師》医療法人寿泉会 小林診療所 理事長 小林隆医師　《講師》医療法人寿泉会 小林診療所 理事長 小林隆医師
　　②管理栄養士の講話②管理栄養士の講話
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619


