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  よい歯のコンクール
参加者募集参加者募集

①親と子のよい歯のコンクール
平成30年4月1日から平成31年3月31日ま
での間に 3歳児健診を受け、虫歯がなく口の
中が健康な「幼児と父親」または「幼児と母親」
② 3歳児よい歯のコンクール
平成30年4月1日から平成31年3月31日ま
での間に3歳児健診を受け、虫歯がなく口の中
が健康な幼児
※①と②両方への応募はできません。
【募集期間】4月 26日（金）まで
【応募方法】こども家庭課備え付けの申込用紙に
　必要事項を記入し、窓口へ申し込みください。
　※お子さまの母子手帳を持参ください。
【問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX 82-2340
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「まろに☆え～る」もおか“いちご”チアリーダー「まろに☆え～る」もおか“いちご”チアリーダー

春崎野乃花 複製原画展春崎野乃花 複製原画展
　とちぎテレビオリジナルアニメ「まろに☆え
～る」（作者・一葵さやか）の複製原画や、直筆
ラフ画、限定グッズ等の作品を展示します。　
【開催期間】4月 18日（木）～5月 13日（月）
【開館時間】午前 9時～午後 6時
関連イベント 関連イベント ◆ ぬり絵で缶バッジをつくろう◆ ぬり絵で缶バッジをつくろう
　春崎野乃花やコットベリー、もおかぴょんに
色を塗って、オリジナルの缶バッジをつくろう！
【とき】5月 5日（日）① 13：00～
　② 14：00～　③ 15：00～
【対象】中学生以下　各回先着 15人
【申し込み】下記窓口または電話にて受付

共　通　事　項共　通　事　項
【ところ】さだじろう記念館
　（美術品展示館・観光まちづくりセンター）
【入場料・参加費】無料
【申し込み・問い合わせ】さだじろう記念館（久保記
　念観光文化交流館）☎82-2012（FAX兼）（火曜日休）

　真岡もめんの着物を着て、春の門前地区をま
ちあるきしてみませんか。今年から大人用着物
（男女あり）のほか、子ども用（サイズ限定）も
貸出します。また、「Trattoria COCORO」や「も
めん茶屋」のランチ付きコースもあります。
【開催予定日】　4月 27日（土）、5月 5日（日）
【参加方法】開催日4日前までに事前予約が必要
です。先着順のため、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にて

真岡もめんの着物を着て 春の門前地区をま

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

　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 12日（金）から電話受付
学級名学級名 申し込み・問い合わせ申し込み・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 …日曜・月曜・祝日休館
【申し込み・問い合わせ】 生涯学習課
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休み）

　     
　      

    子育て学級 メンバー募集子育て学級 メンバー募集
  コアラちゃんクラブ
　季節の行事などを通じて、親子のふれあいや
家族同士の交流を深めましょう。
【対象】市内在住・勤務の家族  各コース 30組
　①おんぶコース･･･1～3歳児とその保護者
　②さくらコース･･･3歳～未就学児とその保護者
※ 3歳児はどちらのコースでも可
※定員を超えた場合は抽選となります
【活動日】月 1回（年 10回、主に土曜日の午前中）
【内容】親子でダンス、読み聞かせ、りんご狩り、
調理実習、さつまいも掘り など

【参加料】無料（活動内容によっては実費負担）
【申し込み】4月24日（水）まで下記にて電話受付
※１家族単位の受付
　（コースの重複、グループでの申し込み不可）
【申し込み・問い合わせ】 生涯学習課
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休み）

市民市民
講座講座 ロザフィで小物作り
　紙のバラ飾り（ロザフィ）で小物を彩ります。
【とき】5月 10日、17日（各金曜日、全 2回）
　午前 10時～正午　【ところ】市公民館
【対象】市内在住・在勤の方　先着10人
【受講料】2,800 円（材料費）
【持ち物】細かい作業のため必要な方は拡大鏡など
【申し込み】4月 19日（金）までに下記窓口、　
　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】生涯学習課
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

太極拳教室太極拳教室
　中国武術の 1つで、筋力や柔軟性、バランス
能力の向上を促進します。
【とき】5月11日、18日、25日（毎週土曜日、全3回）
　午前10時 30分～正午
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】市内在住・在勤の方　先着 30人

スポーツ吹き矢教室スポーツ吹き矢教室
　精神力や集中力を高め、スポーツ吹き矢式呼
吸法で健康づくりをしましょう。
【とき】5月 11日、18日、25日、6月 1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・勤務の方　先着16人

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 11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）

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】4月15日（月）から下記電話・FAX・
　E メールで申し込み（平日午前9時 ～午後5 時15 分）
【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

市民市民
講座講座 初心者の絵手紙講座
　絵が苦手でも気軽に楽しく描ける、絵手紙の
魅力を体験しましょう。
【とき】5/11、5/25、6/8、6/22、7/13
　（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【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住・在勤の方　20人【対象】市内在住・在勤の方　20人
　　（申し込み多数の場合は抽選）（申し込み多数の場合は抽選）
【参加費】1,000 円【参加費】1,000 円
　（絵手紙用筆、画仙紙、顔彩等）　（絵手紙用筆、画仙紙、顔彩等）
【持ち物等】筆記用具、新聞紙 2、3枚【持ち物等】筆記用具、新聞紙 2、3枚
【申し込み】4月 20日（土）まで下記窓口、電話、【申し込み】4月 20日（土）まで下記窓口、電話、
　FAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）　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 FAX84-6936（日曜・月曜・祝日休）

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
 仏生寺ガイドツアー 仏生寺ガイドツアー

【問い合わせ】真岡市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

　仏生寺の御開帳に合わせてガイドツアーを実
施します。日光を開山した勝道上人誕生の地と
伝えられている仏生寺について学びましょう。
【とき】4月14日（日）午前10時～11時 30分
【集合場所】仏生寺駐車場　
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】開催日前日までに下記にて申し込み

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
　4月 13日（土）、14日（日）は二宮地区で狂
犬病予防注射が実施されます。日程等、詳しく
は「4/5 発行のWeekly News もおか」または、
ホームページでご確認ください。
【問い合わせ】環境課環境保全係 
　☎ 83-8125 FAX83-5896

観観
るる
【出演者】オカリーナもおか、キューロクシン
ガーズ、イマキダンシング、真岡ミュージカル、
サウンドクローバー、TEAM48、TORA3

食食
べべ
るる
 【各種模擬店】餃子、黄金餅、ロコモコ丼、
ブラジル料理、クレープ、わたあめ　など

体体
験験
すす
るる

 駅長制服の貸し出し　300円
 機関士制服の貸し出し　100円
 キューロクと車掌車の連結走行　300円
 キューロクまたはD51の助手席体験1,000円

【問い合わせ】真岡鐵道株式会社
　☎ 84-2911 FAX84-2913

S Lキューロク館SLキューロク館
アニバーサリーイベント開催アニバーサリーイベント開催
【とき】4月 14日（日）
【開催時間】午前 10時～午後 3時 30分
【会場】SLキューロク館

児童扶養手当額児童扶養手当額のの変更変更についてについて
　平成 30年全国消費者物価指数の実績値が前年
比プラス 1.0％だったため、児童扶養手当額が 4
月から引き上げとなります。

支給区分 月額手当額
（平成31年3月まで）

月額手当額
（平成31年4月から）

本体額
全部 42,500 円 42,910 円

一部 42,490円～10,030円 42,900円～10,120円

第2子
加算額

全部 10,040 円 10,140 円

一部 10,030円～5,020円 10,130円～5,070円
第3子
以降
加算額

全部 6,020 円 6,080 円

一部 6,010円～3,010円 6,070円～3,040円

【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340

席体験1,000円

真岡ジュニアリーダースクラブ真岡ジュニアリーダースクラブ
（ＪＬＣ）（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
　（市内外を問いません）
【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 18日（木）
　午後 6時から 公民館第 1会議室
【申し込み】下記窓口・電話・FAX・E ﾒｰﾙにて受付
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課
　☎ 82-7151 FAX83-4070 
　E ﾒｰﾙ :gakusyuu@city.moka.lg.jp

くろう！

付付


