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外国籍市民の皆さんへ外国籍市民の皆さんへ
市市とのとの懇談会懇談会ににご参加ご参加くくだださいさい
外国籍市民の皆さまに行政サービスの情報提供を

行い、日々の暮らしに役立てていただくため、下記
日程により市との懇談会を開催します。多くの方の
参加をお待ちしています。
【とき】2月 19日（火）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】市公民館　2階　第 7会議室
【対象】市内に居住または勤務し、ある程度の日本
語会話の可能な外国籍市民　30人程度
　※スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・英語・
　中国語の通訳あり

【内容】国民年金、国民健康保険について
【申込期限】2月 12日（火）までに、氏名・年齢・
性別・国籍を下記までご連絡ください。
※当日「暮らしの便利帳」をお持ちください。
【申し込み・問い合わせ】  市民生活課国際交流係　
　☎ 83-8719 FAX83-8392
　Eメール：shiminseikatsu@city.moka.lg.jp

Aos Cidadãos EstrangeirosAos Cidadãos Estrangeiros
"Debate com a Autoridade "Debate com a Autoridade 

Administrativas"Administrativas"
Será realizado o "Debate com a Autoridade 
Administrativas",  onde o forneceremos 
informações sobre serviços administrativos. 
Contamos com a vossa presença.

DetalhesDetalhes
1 Data：19 de Fevereiro, terça-feira, a partir 
　　　　  das 19:00 às 20:30 
2 Local：Moka Kouminkan, 2° andar
　　　　( Em frente ao Corpo de Bombeiro de Moka)
3 Conteúdos: ① Aposentadoria Nacional       
　　　　　　　　②Seguro Nacional
4 Alvo：
30 Estrangeiros residentes ou  trabalhadores 
na cidade de Moka, com conhecimento básico 
no idioma Japonês.(Intérpretes; Chinês, 
Espanhol, Filipino, Inglês e Português)
5 Inscrição： Até o dia 12 de fevereiro, terça-feira 
           　　 Associação de Internacional de Moka. 
【Informações】 Tel: 0285-83-8719    　　
　E-mai：mia2017@ucatv.ne.jp

A Dialogue with the Authorities of A Dialogue with the Authorities of 
the CITYthe CITY
To all the foreign residents.To all the foreign residents.
Please participate in 【 A Dialogue with the 
Authorities of the CITY 】!!Information’s for 
administrative services for foreign citizens. 【A 
dialogue with authorities with the city 】will be 
held to help and answer your questions for a 
good living. We will wait for your participation.

N　O　T　E
1. Date：Feb.19, 2019 (Tues.) 7:00ＰＭ～8:30ＰＭ
2. Place：Moka Kominkan 2nd Floor room 7
3. Contents：① About 【National Pension】
                　 ②About 【National Health Insurance】
4. 30 participants：
A resident and working in the  city are invited, 
and are capable  of Japanese conversation.
( ※ Interpreters are available in Spanish, 
Portuguese, Tagalog, English and Chinese.)
Deadline for application is on Feb. 12, 2019. Write 
your name, age, sex and country name. Please 
contact Shimin Seikatsu Ka, Kokusai Koryu (MIA)
　TEL: 0285-83-8719 FAX83-8392 　　
　E-mail：mia2017@ucatv.ne.jp

2 月2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

2日（土）、16日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

3日（日）、17日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

7日（木）、21日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

14日（木）、28日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

間木堀遺跡発掘調査間木堀遺跡発掘調査 
現場説明会のお知らせ現場説明会のお知らせ

市道建設に伴う発掘調査で平安時代の掘立柱建物跡
や竪穴住居跡、幅約4mの大溝などが見つかりました。
現地を見ながら遺跡の説明を行います。※雨天中止
【開催日時】2月 2日（土）午前 11時から
【会場】中地内の発掘現場（中村郵便局の南西）
【駐車場】中村小学校（会場まで徒歩約 10分）
【申し込み・問い合わせ】  文化課文化財係
　☎ 83-7731 FAX83-4070

 真岡っ子をみんなで育てよう真岡っ子をみんなで育てよう
フォーラムフォーラム

子どもたちの安全、 みんなで取り組もう！
見守りの効果と可能性、子どもへの安全指導のコツ

【とき】2月1日（金）午後6時開場、午後6時30分開演
【ところ】青年女性会館
【内容】講演会　【入場料】無料　【申し込み】不要
【講師】うさぎママのパトロール教室　武田 信彦 氏
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151FAX83-4070

第65回第65回市場市場開放開放デーデー開催開催
【とき】1月 27日（日）午前 8時～
　商品が無くなり次第終了 ※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】鍋の材料を取り揃え、鮭、旬の柑橘類、肉汁たっ
ぷりジャンボ冷凍餃子の販売。しじみ汁無料配布。
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

「市民のつどい」開催「市民のつどい」開催
変わろう！変えよう！　　変わろう！変えよう！　　
女性と地域が輝く未来へ女性と地域が輝く未来へ 　　

　女性たちの地位向上の歩みを振り返り、蓄えてき
た底力を次代に生かす手がかりを切り開きましょう。
【とき】2月2日（土）午後1時30分～（午後1時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】大金 義昭 氏　【入場料】無料
【主催】真岡市女性団体連絡協議会
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

申込不要申込不要

市民市民
講座講座 尺八を吹こう

【とき】2月16日、23日、3月2日、9日、16日
　午前9時30分～11時 30分（毎週土曜日、全5回）
【ところ】中村農村環境改善センター
【対象】市内在住または在勤の方  先着 10人
【持ち物】尺八（練習用の貸し出しあり）
【受講料】500円（テキスト代）
【申し込み】1月29日（火）～2月5日（火）まで
下記窓口または電話・FAXにて受付

【申し込み・問い合わせ】中村農村環境改善センター
　☎82-2902 FAX83-6148（日曜・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座

ひなまつり用
フラワーアレンジメント

【とき】2月27日（水）午後7時～9時
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住・在勤の方 先着30人
【受講料】2,500 円（材料代）
【持ち物】園芸用ハサミ
【申し込み】1月 29 日（火）から下記窓口、また
は電話にて受付（午前8時30分～午後5時15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日曜・月曜・祝日休）

みんなのひろば
●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

2 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≫ 5、12、19、26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≫ 9日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 9日（土）午後2時～
　「わらぐつの中の神様」（24分）
≪おはなしの森≫ 16 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 19日（火）午後2時～
　「オペラ座の怪人」（75分）
≪幼児向けおはなし会≫ 22日（金）午前10時～

◆豆まき＆おはなし会◆
　節分に関連した読み聞かせと簡単な工作、豆まき
を行います。
【とき】2月3日（日）午前10時～11時
【定員】なし【参加料】無料
◆バリアフリー映画会「武士の家計簿」◆
　視覚障がい者用の副音声解説と聴覚障がい者用の
字幕付き映画会を開催します。【協力：住友商事】
【とき】2月3日（日）午後1時30分～（129分）
【定員】先着 30人（事前申込不要）
【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≫7日（木）午前10時30分～
≪キャンドルの会≫9日（土）午前10 時～
絵本の読み聞かせ＆工作（牛乳パックで走る車を作ろう）
≪スタッフの読み聞かせ≫16日（土）午後2時～
≪映写会（大人向け）≫ 21日（木）午後 2時～
　「新・京都百景 春夏編」（81分）
≪館長の読み聞かせ≫ 23 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 23日（土）午後2時30分～
　「日本の昔ばなし ヤマタノオロチ ほか」（35分）
≪子育て支援センター≫26日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ

◆豆まき＆おはなし会◆
　節分に関連した読み聞かせと豆まきを行います。
【とき】2月3日（日）午後2時～3時
【定員】なし【参加料】無料
【問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286
2 月の休館日2月の休館日（真岡・二宮）4、18、25日

りりりりりりりりりりりりりりり

　リサイクル推進のため、再生品を提供します。
【申込期間】2月 1日（金）～ 15日（金）
　（午前9時～午後4時）土曜・日曜・祝日も受付
【申込資格】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

【申込方法】再生品をご希望の方は、申込期間中に
ご来館の上、申し込みください。（1人 2点まで）

【抽選】2月 20日（水）午後 1時 30分から
　当選者には、個別に連絡します。
【引渡期間】抽選会終了後～ 3月 5日（火）
　午前 9時～午後 4時　※平日のみ
※詳細は、下記までお問い合わせください。
【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

芳賀地区エコステーション芳賀地区エコステーション
第 12 回再生品提供会開催第 12回再生品提供会開催

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】2月14日（木）午前9時50分
　～11時15分（受付：午前9時45分まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成30年11月生まれの乳児と保護者 先着17組
【内容】講話「赤ちゃんとの日常生活・産後ママの
　体のケア」、ベビーマッサージ他
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル 1枚
【申し込み】2月1日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

平成 31 年度

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市芸術鑑賞会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731 FAX83-4070

　2月 1日（金）から受付開始！ 2,500 円で年間
7本以上の映画が鑑賞できます。
◆会員特典
①芸術鑑賞会主催の映画会が無料（年 7回以上）
②真岡市民会館自主事業が 500円引き（本人のみ）
③映画会や自主事業の日程をはがきや Eメールで
　お知らせします。
◆入会のご案内
　文化課（市民会館内）に備え付けの申込用紙に必
要事項を記入し、年会費 2,500 円を添えて下記ま
で提出ください。
◆入会規則
・高校生以上であれば市内外を問わず入会可能
・年会費は 2,500 円
・有効期限は毎年 4月から翌年 3月末日まで
・映画会の上映作品および日程は、
　フィルム手配の都合上未定

『真岡市芸術鑑賞会』『真岡市芸術鑑賞会』会員募集会員募集

まで

認知症カフェ 認知症カフェ 木綿カフェ木綿カフェ
【とき】2月 9日（土）午後 2時～ 3時 30分
【ところ】ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｴﾌﾋﾞｰ木綿の郷（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、手作りチョコ
【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


