
「まちなか保健室」「まちなか保健室」
4 月の健康講座4 月の健康講座

【内容】骨を丈夫にする～カルシウムアップの方法～
　講師：食生活改善推進員

駅前館駅前館
【とき】20日（金）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 10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）

田町館田町館
【とき】27日（金）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田町館」
【対象】市内在住の方 先着 10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

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
（二宮地区）

　生後 91日以上の飼い犬は、生涯 1度の登録と年
1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられていま
す。最寄りの会場で実施してください。
　なお、真岡地区は 5月に実施予定です。
【とき・ところ】4 月 14 日（土） 
8:30～8:50 上谷貝公民館 8:30～8:50 上大曽公民館
9:00～9:20 野外活動センター 9:00～9:20 下大曽公民館
9:30～9:50 谷貝新田公民館 9:30～9:40 青田南公民館
10:00～10:20 堀込公民館 9:50～10:10 古山公民館
10:30～10:40 大道泉公民館 10:20～10:40 上江連公民館
10:50～11:20 長沼会館 10:50～11:10 鷲巣公民館
11:30～12:00 長島公民館 11:30～12:00 西木戸公園
13:10～13:40 石島公民館 13:10～13:40 どんとこい広場
13:50～14:10 程島公民館 13:50～14:10 大根田公民館
14:20～14:30 境公民館 14:20～14:30 阿部品公民館

【とき・ところ】4 月 15 日（日） 
8:30～8:40 上物井公民館 8:30～8:50 横田公民館
8:50～9:10 西物井1公民館 9:00～9:10 大和田公民館
9:20～9:40 東物井公民館 9:20～9:40 沖公民館
9:50～10:00 阿部岡集荷場 9:50～10:00 北鹿公民館
10:10～10:30 三谷公民館 10:10～10:30 西鹿公民館
10:40～11:00 水戸部公民館 10:40～11:00 桑ノ川公民館
11:10～11:30 高田公民館 11:10～11:20 下原公民館
11:40～12:00 原分公民館 11:30～12:00 物部会館

13:10～13:40 二宮保健
センター 13:10～13:40 旧二宮

公民館跡

13:50～14:20 JA二宮支店砂利駐車場 13:50～14:20 二宮コミュニティセンター南側駐車場

【料金】登録料（新規のみ）：3,000 円
　　　 注射代（毎年 1回）：3,300 円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）
※飼い犬が死亡しているとき等は、下記まで連絡く
　ださい。
【問い合わせ】環境課環境保全係 
　☎ 83-8125　FAX83-5896

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/

みんなのひろば
●第37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】4月 21日（土）10:00 ～ 11:00（入場無料）
【ところ】市立図書館　2階会議室
【内容】季節の語り（冬から春へ）
①貧乏神のお礼（石田みとり）②船若の無念（橋本公
子）③宝の下駄（柴山正子）④雪女郎（青柳ナミ子）
⑤親恋し明神（阿島ミチ子）⑥古賀志山の孝行桜（直
井八重子）⑦寒桜と吊り橋（髙松由美子）⑧茂木の千
本桜（佐藤宣子）【問い合わせ】「もおか」支部長 佐
藤　☎ 84-4824

　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】　5月 5日（土）、20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

「まちなか保健室」田町館で「まちなか保健室」田町館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】4月 22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
【内容】中性脂肪が気になる方　【講師】栄養士
【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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
水辺の生き物をすくってみよう水辺の生き物をすくってみよう
in 鬼怒水辺観察センターin 鬼怒水辺観察センター

　鬼怒水辺観察緑地のメダカ、オタマジャクシ、ト
ンボの幼虫などを網ですくって観察します。つかま
えた生き物は、最後に逃がします。
【とき】4月29日（日）午前9時 30分～11時 30分
【ところ】鬼怒水辺観察センター　※雨天中止
【対象】どなたでも参加可　先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】動きやすくぬれてもいい服装、長靴、
帽子、たも網、タオル、バケツまたは水槽

【参加料】無料
【申し込み】4月 15日（日）から
　下記にて電話受付　（午前 8時 30分から）
【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）

服装、長靴、
水槽

から）から）

　　      　キラリ！充実 仲間づくりキラリ！充実 仲間づくり
　     　　女性学級生を募集女性学級生を募集

【内容】料理教室や教養講話など、各地区オリジナル
　の内容で、学級生が学習計画を作成し運営します。
【対象】市内在住の女性  各地区先着 50人
【申し込み】4月 13日（金）から各地区とも電話受付
学級名 申し込み・問い合わせ
真岡地区 生涯学習課（市公民館）☎ 82-7151
真岡西地区 真岡西分館 ☎ 84-6781
山前地区 山前分館 ☎ 82-2802
大内地区 大内分館 ☎ 82-2704 
中村地区 中村分館 ☎ 82-2902
二宮地区 二宮分館 ☎ 74-0107
※生涯学習課（市公民館）…日曜・祝日休館
　各分館 …日・月曜・祝日休館
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課
　☎ 82-7151 FAX83-4070

　　     　
    　

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】4月 23日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】ウエルカフェ（ウエルシア真岡高間木店）
【対象】市内に住む認知症の方またはそのご家族
【内容】認知症について学ぼう、相談【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

真岡ジュニアリーダースクラブ（ＪＬＣ）真岡ジュニアリーダースクラブ（ＪＬＣ）
メンバー募集メンバー募集

　高校生活を充実させる活動をして
みませんか。まずは定例会に参加し
てみてください。
【対象】高校生ならどなたでも可
【活動内容】定例会、リーダーキャンプ、クリスマ
スイベント、交流研修会など

【次回活動】4月定例会：4月 16日（月）
　午後 6時から 公民館第 1会議室
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課（真岡市公民館内）
　☎82-7151 FAX83-4070 Eﾒー ﾙ:gakusyuu@city.moka.lg.jp

スポーツ吹き矢教室スポーツ吹き矢教室
　スポーツ吹き矢は精神力や集中力を高めるととも
に、スポーツ吹き矢式呼吸法が健康に効果があると
いわれています。プレイを楽しみながら、健康づく
りをしませんか。
【とき】5月 12日、19日、26日、6月 2日
　（毎週土曜日、全 4回）午後 7時～ 9時
【ところ】武道体育館　2階アリーナ
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着16人
【参加料】110円（マウスピース費用）

栃木ＳＣから学ぶ 　栃木ＳＣから学ぶ 　
親子サッカー教室 　親子サッカー教室 　

　栃木サッカークラブ（栃木SC）所属のプロのコー
チからサッカーの基礎を親子一緒に学びます。
【とき】5月 12日（土）午前 9時 30分～11時
【ところ】スポーツ交流館
【対象】市内小学生とその保護者　先着20組（40人）
【参加料】無料

共通事項共通事項
【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物、体育
　館シューズ　
【申し込み】4月 18日（水）から、
　電話（平日午前 9時 ～午後 5 時 15 分）・FAX・
E メールで申し込み。

【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 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・年齢を明記

筋力トレーニング教室【女性】筋力トレーニング教室【女性】
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。初級・中級を選び申し込
みください。
【とき】初級：5月 7日（月）、中級：6月 11日（月）
（全 2回） 午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館　トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着各10人
【参加料】無料

真岡市まちかど美術館常設企画展真岡市まちかど美術館常設企画展
吉原英雄・泉茂・利根山光人吉原英雄・泉茂・利根山光人

リトグラフ展リトグラフ展
　市所蔵の久保コレクションより、久保貞次郎が支
援した作家たちのリトグラフ（石版画）作品を展示
します。是非ご覧ください。
【期間】5月 21日（月）まで
　午前 9時～午後 6時 
【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日
【ところ】まちかど美術館（田町 2203 番地 1）
【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   英会話講座　

【とき】5月 11日（金）から 10月まで　
　（毎週金曜日、全 20回）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館
【受講料】2,700 円（テキスト代ほか）
【対象】市内在住または在勤の方　先着 40人　
【申し込み】5月 9日（水）までに下記窓口、電話、
　FAXにて受付（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  FAX 84-6936  （日・月曜・祝日休）

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 8日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 8日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※4/20（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

8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

1、8、15、22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  1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 5 月の各種相談日

一般介護予防事業 参加者募集一般介護予防事業 参加者募集
いきいき水中運動教室いきいき水中運動教室

　水の浮力を利用し、肩・腰の痛みを改善しませんか、
参加者の9割が水中運動の効果を実感しています。
【とき】 5 月 9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（井頭温泉）バーデプール
　送迎はありません。各自お越しください。
【対象】65歳以上で、肩や腰に痛みがある方　先着20人
【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


