
「まちなか保健室」「まちなか保健室」からのからの
お知らせお知らせ

　まちなか保健室では、定期的に健康チェックをし
ていただくため、「毎月 5・15・25 日」と 5の付
く日を、「健康チェックの日」としてお知らせして
います。あなたの、健康チェックにお役立て下さい。
【健康チェック項目】
　①血圧、②血管年齢、③体組成計、④握力、
　⑤ベビースケール
【利用時間】午前 9時～午後 4時まで
【健康相談員がいる時間】
　田町館：午前 10時～午後 1時まで（月曜日以外）
　駅前館：午前 10時～午後 3時まで
まちなか保健室は、毎日開所し、地元区の人達が、
お茶を入れて、温かくお迎えしてくれます。お気
軽にお越し下さい。お待ちしています。
【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

みんなのひろば

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/

●もおか“いちご”ラージボール卓球大会
　ラージボール卓球大会に、是非ご参加ご観戦くださ
い。ラージボールの楽しさが分かります。
【とき】3月 17日（土）9:00 ～【ところ】市総合体育
館【主催】真岡市卓球連盟【問い合わせ】市総合体育
館 ☎ 84-2811

●酒害相談所開設
　「休みの日は朝から飲む」「隠れて飲む」など、お酒
で悩んでいる方（本人・家族）お気軽にご相談ください。
【とき】3月 20日（火）、4月 17日（火）、5月 15日（火）
14:00 ～ 16:00　【ところ】二宮コミュニティセンター
内市民活動推進センター（コラボーレもおか）ミーティ
ングルーム　【参加費】無料　【主催】南部断酒会
【問い合わせ】（公社）栃木県断酒ホトトギス会南部断
酒会　真岡市部長：高山 勝一 ☎ 75-1356

配送ボランティア募集配送ボランティア募集
　平成 30年度の老人給食サービス配送ボランティ
アを募集します。真岡市社会福祉協議会の調理室か
ら市内受給者宅に自家用車でお弁当を配達します。
【配送日時】午前 10時 30分～正午頃　月 1回
【配送地区】（下記のいずれか）
　◆真岡・山前・大内・中村地区：第 1～ 4火曜日
　◆二宮地区：第 1～ 4木曜日
【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

公民館・青年女性会館公民館・青年女性会館
定例使用団体による定例使用団体による

作品展示会作品展示会
　公民館と青年女性会館で活動している定例使用団
体の活動紹介および作品展示会を開催します。それ
ぞれの団体の会員が、これまで学んできた成果を発
表しますので、ぜひご来場ください。
【とき】3月 9日（金）～ 12日（月）
　午前 9時～午後 4時
【ところ】久保講堂
【参加団体】パッチワーク愛好会、真岡短歌会、詩
愛好会「雲」、書道愛好会、あおぞらデッサン会、
押し花サークル「あじさい」、スマ・切り絵クラブ、
アレンジメントフラワーあれこれ草、絵手紙「オ
リーブの会」「すみれ」、水彩画「レモンの会」「柚
子の会」「かりんの会」、かなフォーラム萌香社、
真岡俳句会、花みずき押し花会

【問い合わせ】  生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070

市民市民
講座講座

料理教室　
シェフ直伝の　

ハンバーグを作ろう
　シェフ直伝の赤ワインソースハンバーグのほか、
スパゲティーミートソース、にんじんのポタージュ、
苺のティラミスを作ります。
【とき】3月 22日（木）午前 9時～正午頃
【ところ】市公民館山前分館（山前改善センター）調理室
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料】1,200 円
【持ち物】エプロン、三角巾
【申し込み】3月 13日（火）から電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802  FAX 83-6146  （日・月・祝日休）

シ

●書道愛好会会員募集
　書道に興味をお持ちの方、あるいは基礎からやり直
したい方、お待ちしております。
【とき】第 2・4土曜日 13:30 ～ 16:00【ところ】市公
民館【対象】小学生以上【会費】大人 2,000 円 / 月、
小人 1,000 円 / 月【問い合わせ】河村☎ 82-1169

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 15 回企画展 第 15 回企画展 デモクラートデモクラート
久保貞次郎が交流した芸術家たち久保貞次郎が交流した芸術家たち
　真岡市所蔵の久保コレクションより、久保貞次郎が
支援し交流したデモクラート美術家協会の芸術家たち
の作品を紹介すると共に、瑛九と久保が共同で制作し
たガラス絵や、久保アトリエの外壁に飾られていた油
彩画など、貴重な作品も展示しております。この機会
に是非ご覧ください。
【期間】3月26日（月）まで
　午前 9時～午後 6時
【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）（火曜休）

●ボーイスカウト募集　真岡第 1 団
　大切な子どもの「今」と「未来」をボーイスカウト
で一緒に創っていきませんか。よりよき社会人を育て
るそれがボーイスカウト活動です。自然に親しみ、社
会を学び、自分の人生を自分で生きる知識とスキルを
身に付ける事ができます。◆ビーバースカウト：就学
前 1月から～小学校 2年までの男女◆カブスカウト：
小学校 3年生～ 5年生の男女【問い合わせ】ボーイス
カウト真岡第 1団入団担当（久保）☎ 84-5729

●福祉サービスに関する苦情やご相談
　栃木県運営適正化委員会は、福祉サービスに関する
利用者や家族等からの苦情や相談を適切に解決するた
め、助言・相談・調査・あっせん・知事への通知等を
行います。相談は電話や来所の他、文書やメールでも
受け付けています。秘密は厳守します。来所の際は事
前にお電話ください。【相談時間】月曜日から金曜日、
午前 9時から午後 4時（祝日・年末年始は除く）【相
談料】無料【問い合わせ】栃木県運営適正化委員会
（宇都宮市若草 1-10-6 とちぎ福祉プラザ内）☎ 028-
622-2941 FAX028-622-2316 E メール :asu.sw@
dream.ocn.ne.jp

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 

▲利用補助券

【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係  
　☎83-8724  FAX83-8879

堆肥を無料配布します堆肥を無料配布します
　公園や街路の樹木を剪定した枝と、草や落ち葉を
混ぜて発酵させ、2年程度置いて堆肥化させたもの
です。真岡市民でご希望の方に無料で配布します。
【配布期間】３月15日（木）～18日（日）完全予約制
　午前 9時 30分～ 11時 30分
　午後 1時 30分～ 3時 30分
　※各自で手積みとなりますので、スコップとビニ
　　ール袋等をご用意ください。
【配布場所】西田井グリーンセンター（西田井548の西側）
【予約方法】下記窓口へ電話で申し込みください。
【予約受付期間】3月 5日（月）～ 14日（水）
　午前 9時～午後 5時
【注意事項】堆肥がなくなり次第終了。
　トラックで運搬する場合は、シート等により、堆肥
　が落下・飛散しないように注意してください。
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「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】3月14日（水）午後１時30分～2時 45分
【内容】・認知症サポーター養成講座
　（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）
【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

●水彩画教室レモンの会「春風とともに」を開催
【とき】3月 13 日（火）～ 4月 1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

●平成 30年度パルティチャレンジショップ
　女性出展者募集
　パルティでは「自分のお店を持ちたい」そんな想い
を応援しています。独立開業を目指す方、やる気のあ
る方、大歓迎です。出店された方には、商売のノウハ
ウについてアドバイスを受ける機会があります。是非
あなたもチャレンジしてみませんか。
【出店期間】
第 1期：5月 1日（火）～ 7月 31日（火）まで
第 2期：8月 1日（水）～ 10月 31日（水）まで
第 3期：11月 1（木）～平成31年1月31日（木）まで
【出店場所】宇都宮市野沢町 4-1（とちぎ男女共同参
画センター）【募集区画】2区画（1人・1 団体につ
き 1区画）【応募方法】提出書類（書類については問
い合わせください。）を下記窓口へ持参または郵送く
ださい。※書類選考を経て出展者を決定します。【問
い合わせ】とちぎ男女共同参画センター事業推進課
〒 320-0071 宇都宮市野沢 4-1 ☎ 028-665-8323 
パルティHP（http://www.parti.jp/) 月曜、祝日休館

  真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「DESTINY 鎌倉ものがたり」「DESTINY 鎌倉ものがたり」
【とき】3月 17日（土）
　①午後 2時から　 ②午後 6時 30分から
【ところ】市民“いちご”ホール
　（市民会館） 大ホール
【上映時間】約 2時間 30分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500 円
　※当日購入可※全席自由
　※平成29年度芸術鑑賞会会員 無料
【作品紹介】幽霊や魔物、妖怪といった「人ならざ
るもの」が日常的に姿を現す古都・鎌倉。この地
に居を構えるミステリー作家・一色正和のもとに
嫁いできた亜紀子は、妖怪や幽霊が人と仲良く暮
らす鎌倉の街に最初は驚くが、次第に溶け込んで
いく…。「ALWAYS 三丁目の夕日」の山崎貴監
督が、同作の原作者・西岸良平のベストセラーコ
ミック「鎌倉ものがたり」を実写映画化し、堺雅
人と高畑充希が年の差夫婦役で初共演したファン
タジードラマ。

【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 
　☎ 83-7731 FAX 83-4070


