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傾聴（お話を聞く）ボランティア傾聴（お話を聞く）ボランティア
養成講習会受講者募集養成講習会受講者募集

　障がいをお持ちの方などのお話を聴く傾聴ボラン
ティアを養成し、対象となる方々の心の健康増進を
図ることを目的に開催します。（計5回）
【とき】平成31年1月30日、2月6日、13日、20日、27日
　◆ 1月 30日、2月 6日 ･･･ 午前 9時から
　◆ 2月 13日、20日、27日 ･･･ 午前 10時から
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】講習会終了後、市で傾聴ボランティアとし
て活動する意思のある方　10人　【受講料】無料

※修了証は 5日間の全日程を受講した方のみ交付
【申し込み】平成 31年 1月 11日（金）まで下記
　窓口または電話にて受付
【申し込み・問い合わせ】社会福祉協議会 
　地域福祉係　☎ 82-8844 FAX82-5516

みん なのひろば

●真岡共同高等産業技術学校 平成31年度入校生募集
建築に関する技術修得・向上を目指して訓練を行いま

す。新卒者や働いている方、男女・経験問わず入校生募集中。
《木造建築科》【定員】10人【訓練期間】3年【入校資格】
義務教育修了以上、年齢制限なし【授業内容】建築の
基礎知識、大工技能実習など
《建築設計課》【定員】10人【訓練期間】2年【入校資格】
高校卒業以上、年齢制限なし【授業内容】建築の基礎
知識、住宅の設計製図演習など
【募集期間】平成31年 1月～3月【入校】平成31年 4
月【入学金】10,000 円【授業料】年額 60,000 円【授
業日】毎週土曜午後1時～6時 30分【申し込み・問い合
わせ】真岡共同高等産業技術学校 ☎83-3201 FAX83-3850

●「私の日々を彩る」作品展示
【とき】平成 31年 1月 5日（土）～ 2月 1日（金）
【ところ】二宮コミュニティセンター 2階
【作者】岡本 冨子 氏　
【問い合わせ】コラボーレもおか ☎ 81-5522

1 月1月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【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

5日（土）、19日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

6日（日）、20日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

10日（木）、24日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

17日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー巡回相談会＆巡回セミナー
①とちぎジョブモール巡回セミナー
【とき】平成 31年 1月 17日（木）
　午前 10時 30分～正午
【内容】就職活動の基本と自己分析
【講師】ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会
【とき】平成31年 1月 17日（木）午後1時～4時
【内容】キャリアカウンセリング、適正職業診断、
履歴書の書き方、面接の受け方のアドバイス
③とちぎ生涯現役シニア応援センター
　   ぷらっと巡回相談会
【とき】平成31年 1月 17日（木）午後1時～4時
【内容】セカンドライフや生涯学習、ボランティア、
就労などの社会参加活動についてのアドバイス

共通事項共通事項
【ところ】真岡商工会議所　【参加料】無料
【申し込み】平成 31 年 1 月 15 日（火）午後 5時
までに下記へ電話申し込み

【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係 　
　☎ 83-8134 FAX83-0199

認知症カフェ認知症カフェ
木綿カフェ木綿カフェ

【とき】平成31年1月12日（土）午後3時～4時30分
【ところ】グループホームエフビー木綿の郷
　（下高間木 1-7-1）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症相談、映画上映会
【参加料】200円（小学生以下は無料）
【申し込み】グループホームエフビー木綿の郷
　（☎ 81-3880）にて電話受付
【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

分

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】平成31年1月9日（水）午前10時～11時30分
【ところ】市公民館 第 1会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【受講料】無料
【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 FAX 83-6335

野菜の力で生活習慣病予防野菜の力で生活習慣病予防

野菜たっぷり料理教室野菜たっぷり料理教室
　豚肉とキャベツの辛み炒め、青菜と生揚げの炒め
煮、白菜の柚香和えを作ります。
【とき】平成31年1月24日（木）
　午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の方ならどなたでも
【参加料】600円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み】下記にて現在受付中
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619

冬 も 元 気 に！冬 も 元 気 に！
わんぱく親子スポーツ教室わんぱく親子スポーツ教室 
　親子でトランポリンやスポーツ吹き矢などの
ニュースポーツに挑戦します。
【とき】平成31年 1月 19日（土）午前9時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内の小学生と保護者 先着 15組（30人）

 さいかつボール教室さいかつボール教室
さいかつボールとは、おにぎり形のボールを使うバ

レーボールに似たスポーツです。ボールがどこに弾むか
分からない面白さがあり、どなたでも簡単に楽しめます。
【とき】平成 31年 1月 19日（土）
　午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】総合体育館　
【対象】市内の小学4年生以上の方

共 通 事 項共 通 事 項
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、
　タオル、 飲み物　【参加料】無料
【申し込み】12月 26日（水）から下記電話、FAX、
　Eメールにて受付
【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 ﾙは、住所・氏名・電話番号・学年・性別を明記

第 3 回 みんなで楽しむ第 3 回 みんなで楽しむ

1 月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫8、15、22、29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≫ 12日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 12日（土）午後2時～
　「ねこねこ日本史 第 1 巻　卑弥呼、織田信長、
　坂本龍馬、聖徳太子」（36分）
≪映写会（大人向け）≫ 15日（火）午後2時～
　「ならず者」（117分）
≪おはなしの森≫ 19 日（土）午後 2時～
≪幼児向けおはなし会≫ 25 日（金）午前10時～
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫10日（木）午前10時30分～
≪キャンドルの会≫12日（土）午前10 時～
絵本の読み聞かせ＆工作（どきどきチャレンジボックス）
≪映写会（大人向け）≫ 17日（木）午後 2時～
　「渥美清の泣いてたまるか Vol.2」（97分）
≪スタッフの読み聞かせ≫19日（土）午後2時～
≪子育て支援センター≫22日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 26 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 26日（土）午後2時30分～
　「名作アニメシリーズ メロディ ･タイム」（75分）
【問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286
1 月の休館日1月の休館日（真岡・二宮）1～ 3、7、21、28日

りりりりりりりりりりりりりりりりり

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
　    参加者募集　    参加者募集
　わかりやすい講話や演奏で、
音楽に親しんでみませんか。
【とき】平成 31年 1月 18日（金）
　午後 6時 30分～ 8時（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【講師】アルパ（ハープ）奏者　中山 友里子 氏
【内容】『パラグアイ伝統の魅力～アルパ＆ニャン　
　ドゥティ～』　
【定員】300人　【参加料】無料
　（下記窓口で事前に整理券を配布しています）
【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

♪

平成31年度平成31年度真岡市奨学生真岡市奨学生をを募募集集
【募集期間】平成31年1月4日（金）～3月22日（金）
≪修 学 資 金≫
【募集人員】全体で 20人程度
【資格】本市に１年以上住所を有し、修学の意欲があ
る品行方正な方で、高等学校、高等専門学校、短
期大学、大学、専修学校（２年以上の専門課程）、
福祉・医療・看護教育を行う各種学校（高校卒業者）
に在学または入学しようとする方
※在学のため他市に住所を移した方も対象
【貸付額】高等学校、高等専門学校は月額 20,000 円、
　それ以外の大学等は月額 40,000 円（年４回に分
　けて貸与、初回振込は５月末）
【貸付期間】在学する学校の正規の最短修業期間
【返還】卒業後２年経過後、貸与した年数の2.5 倍
　に相当する期間内に、半年賦の均等払い（無利子）
≪入 学 資 金≫
【募集人員】5人程度
【資格】本市に１年以上住所を有し、短期大学、大
学、専修学校（２年以上の専門課程）、福祉・医療・
看護教育を行う各種学校（高校卒業者）に入学し
ようとする方の保護者

【貸付額】300,000 円（振込は 5月末）
【返還】貸与した年から３年間、半年賦の均等払い（無利子）
【共通条件等】世帯の収入、市税の完納などの条件
あり。連帯保証人が２人必要です。

【申し込み・問い合わせ】  学校教育課総務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

健診を受けていない方もまだ間に合います健診を受けていない方もまだ間に合います
生活習慣病健診生活習慣病健診をを追加実施追加実施
　追加健診を実施しますので、まだ健診がお済みで
ない方は、ぜひこの機会に受診してください。
※人間ドッグを受診した方は除きます。
【受付】午前 8時～ 10時【定員】各日先着 250人

  日　程  日　程 実施会場実施会場
1月22日（火）、23日（水）総合福祉保健センター
1月24日（木） 二宮コミュニティセンター

検診の内容 対象（市内在住の方） 費用
特定健診
（心電図・血液・
医師の診察など）

40歳以上の方
（国民健康保険
加入者）

無料
（国民健康保険
加入者のみ）

胃がん検診
40歳以上の方

400円
肺がん検診

100円大腸がん検診
前立腺がん検診 50歳以上の男性
【申し込み】平成31年1月15日（火）までに下記電話、
FAX、メール、または集団健診予約サイト（https://
kenshin-yoyaku-tochigi-health1.kras.jp/）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
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp

もめん茶屋もめん茶屋
閉店時間変更閉店時間変更ののお知らせお知らせ 

　もめん茶屋は現在、営業時間を変更して運営して
おります。皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご
理解の程よろしくお願いします。
【ラストオーダー】午後 4時 30分
【閉店】午後 5時
【問い合わせ】もめん茶屋 ☎ 81-7215

●芳賀青年の家ミニ主催事業
　「益子で焼き焼き体験」参加者募集
【とき】平成 31年 3月 2日（土）9:30 ～ 15:30
（受付9:00～）【ところ】芳賀青年の家【内容】杉板焼き、
ピザつくり※昼食はピザ【定員】先着 親子 10組【参
加費】大人（中学生以上）800円、小学生以下700円【申
し込み】平成 31年 1月 18日（金）～ 2月 16日（土）
まで下記電話にて受付【申し込み・問い合わせ】芳賀
青年の家☎ 72-2273


