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子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロンサロン《5月》《5月》
子育て支援センター・地域サロン開設日子育て支援センター・地域サロン開設日
と　こ　ろ 開設日・時間

第一子育て支援センター 月～日（祝日除く）午前 9時～午後 5時

第二子育て支援センター 月～金（祝日除く）午前 9時～午後 5時
二宮地域サロン
（二宮コミュニティセンター）

8・15・22・29日（水）
午前 9時～正午

にのみや保育園子育て
支援センター

月～金（14・15・22・29日、
祝日除く）午前 9時～
正午、午後 1時～ 3時

第一子育て支援センターの行事予定第一子育て支援センターの行事予定
7日（火）午前11時15分～ こっこ　身体計測
14日（火）午前10時45分～ リズムで遊ぼう
16日（木）午前10時45分～ 親子で楽しくふれあい遊び
25日（土）午前10時30分～ 子どもフェスティバル
29日（水）午前10時45分～ こっこ　お誕生会

【問い合わせ】第一子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
第二子育て支援センターの行事予定第二子育て支援センターの行事予定

8日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会
21日（火） 午前 10時～ 子育て健康相談

【問い合わせ】第二子育て支援センター☎84-4100（FAX兼）
にのみや保育園子育て支援センターの行事予定にのみや保育園子育て支援センターの行事予定
10・17・
24・31
日（金）

午前 11時～ 体育遊び

23日（木）午前10時30分～ ベビーマッサージをしよう
30日（木） 午前 11時～ リズム遊び

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎73-2200

市民市民
講座講座
源氏物語の名文に触れていきます。

【とき】5月24日、31日、6月7日、14日、21日
　（毎週金曜日、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・在勤で成人の方　先着 30人
【受講料】無料　【持ち物】筆記用具
【申し込み】5月 17日（金）までに、下記にて
　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】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

第68回第68回市場開放市場開放デーデー開催開催
【とき】4月 28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】初鰹、人気の鮭、小玉スイカ、メロン、柑橘
類の販売。イカ入り焼きそば、特大じゃがバター、
肉汁たっぷり冷凍餃子の販売。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

まちなか保健室《5月》まちなか保健室《5月》
ほっとステーション駅前館ほっとステーション駅前館

【申し込み】☎ 080-9990-3998（9:00~16:00）
栄養講話「飲み込みが気になる方の食事」
【とき】12日（日）午前10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）
健康講座「赤ちゃんからの虫歯予防」
【とき】22日（水）午前10時～ 11時
【講師】歯科衛生士

ほっとステーション田町館ほっとステーション田町館
【申し込み】☎ 080-8096-9918（9:00~16:00）
健康講座「赤ちゃんからの虫歯予防」
【とき】8日（水）午前 10時～ 11時
【講師】歯科衛生士
いきいき脳トレ教室
【とき】15日（水）午前 10時～ 11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「夏の暑さと減塩」
【とき】26日（日）午前 10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）

共　通　事　項共　通　事　項
【対象】市内在住の方　先着 15人
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

   5 月 5 月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ　

8日（水）
午前10時~11時

二宮コミュニティセンター
18日（土） 青年女性会館
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（上半身 2種類、L判 縦 13cm
×横 9cm以内）、本人確認書類（運転免許証等）

【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234

第15回第15回栃木県障害者スポーツ大会栃木県障害者スポーツ大会
参加選手募集参加選手募集

【とき】9月22日（日）午前8時30分～午後3時
【ところ】栃木総合運動公園ほか
【内容】陸上競技（身・知）、卓球（身・知・精）{サ
ウンドテーブルテニス（身）を含む }、アーチェ
リー（身）、フライングディスク（身・知）、水
泳（身・知）、グランドソフトボール（身）、ソ
フトボール（知）車いすバスケットボール（身）

【参加資格】以下の①②を満たす方
　①平成31年4月1日現在で満12歳以上の身体
　　障がい者、知的障がい者および精神障がい者
　②市内在住の方
【申込期間】5月 10日（金）～ 24日（金）
※学校・施設等に所属される方は、所属先に申
　し込みしてください。
【申し込み・問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎83-8129 FAX83-8554

真岡木綿会館リニューアル真岡木綿会館リニューアル
オープンオープン記念記念イベントイベント開催！開催！
　真岡木綿会館はこれまでの見学や体験に加えて、新
たに木綿製品や真岡のお土産の販売を行う施設に生ま
れ変わります。この機会にぜひお立ち寄りください。
【とき】4月 27日（土）午前 10時～午後 5時
【ところ】真岡木綿会館（真岡市荒町 2162-1）
イイ
ベベ
ンン
トト
内内
容容

◆来場者プレゼント
〔木綿会館〕木綿のしおり、いちごキャンディ、
　いちご風船（先着150人）
〔もめん茶屋〕恋するいちご（先着200人）
◆豪華景品が当たる！大抽選会

【問い合わせ】商工観光課観光係
　 ☎ 83-8135 FAX83-0199

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会巡回相談会＆＆巡回セミナー巡回セミナー
【とき】5月16日（木）【ところ】真岡商工会議所
①とちぎジョブモール巡回セミナー
　10:30 ～ 12:00
　テーマ『就職活動の基本と自己分析のやり方』
　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
　（キャリアカウンセリング）13:00 ～ 16:00
　就職活動やスキルアップに関するアドバイス、
職業適正診断、履歴書の書き方や面接の受け
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　13:00 ～ 16:00
　セカンドライフや生涯学習に関するアドバイ
ス、ボランティアや就労などの社会参加活動
に関するアドバイス

【申し込み】5月 14 日（火）午後 5時までに下
記へ電話申し込み　【参加料】無料

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

時

真岡市まちかど美術館市民ギャラリー真岡市まちかど美術館市民ギャラリー
「平成山行き記録展」「平成山行き記録展」

（真岡市山歩き愛好会）（真岡市山歩き愛好会）
　平成 21年から現在に至るまで 10年間、100
回の山行き記録を作成いたしました。その記念と
して展示会を開催します。ぜひご覧ください。
【開催期間】5月 15日（水）～20日（月）まで
【開館時間】午前 9時 30分～午後 5時
　（初日は 12:00 から、最終日は 12:00 まで）
【ところ】真岡市まちかど美術館3階市民ギャラリー
【入場料】無料
※駐車場は真岡信用組合荒町支店
　西側をご利用ください。
【問い合わせ】真岡市まちかど美術館
　☎080-8736-3984（火曜日休）

乳幼児おむつ給付券支給乳幼児おむつ給付券支給
　市内在住の2歳未満の保護者に、乳幼児おむつ
給付券を支給します。
【とき】4月26日（金）、5月8日（水）、9日（木）
　午前9時～午後4時30分
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】通知はがき、印鑑、本人確認
　書類（運転免許証・在留カード等）
【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340

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】5月15日（水）午前10時～11時 30分
【ところ】市公民館 第 1会議室
【受講料】無料
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【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

春のこども体操教室春のこども体操教室
　前まわりや後ろまわりなど体操の基礎を学びま
す。トランポリンを使った楽しい運動もあります。
【とき】5月25日、6月1日、15日、22日、29日
　午後 2時～ 4時（各土曜日、全 5回）
【対象】市内小学生  先着 40人

共　通　事　項共　通　事　項
【ところ】総合体育館 　【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物、
　体育館シューズ、ラケット（バドミントンのみ）
【申し込み】5月7日（火）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

※FAX・Eメールは氏名・住所・電話番号・年齢を明記
【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

古典入門 源氏物語を読もう
～幻の巻～

）

いきいき脳げんき教室いきいき脳げんき教室
脳トレゲームや脳トレ体操のほか、栄養講話
や歯科衛生士によるお口の体操も実施します。
　教室の講師は「いちごテレビ わくわく体操」
でおなじみの日本健康財団 健康運動指導士です。
【とき】 5月 9日（木）開始（毎週木曜日、全12回）
　午前 9時 30分～ 11時 30分　
【ところ】大内分館（中村分館でも 9月に実施予定）
【対象】市内在住の 65歳以上で、認知症予防に
　取り組みたい方　先着 20人【参加料】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 FAX83-6335

こどもバドミントン教室こどもバドミントン教室
　ラケットの握り方からゲームの仕方まで、バ
ドミントンの基礎を楽しく学びます。
【とき】5月25日、6月1日、15日、22日、29日
　午前 10時～正午（各土曜日、全 5回）
【対象】市内小学 4～ 6年生 　先着 40人


