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みんなのひろば

●「ギター弾き語り愛好会」
【とき】毎月第 1・第 3水曜日　午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館山前分館
【問い合わせ】 ☎ 84-3623（塚本）

認知症カフェ 
　認知症カフェとは、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できる場です。

すこやかカフェすこやかカフェ
【とき】11月 20日（水）午後 2時～ 3時
【ところ】JAはが野デイサービスセンター
　すこやか大内（飯貝 558-1）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】パルロと一緒に体操しよう、認知症相談
【参加料】無料
【申し込み】JAはが野福祉センター
　（☎ 83-2294）にて電話で受付

木綿カフェ木綿カフェ
【とき】11月 20日（水）午後 2時～ 3時
【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】芋煮会、相談　【参加料】無料
【申し込み】グループホームエフビー木綿の郷
　（☎ 81-3880）にて電話で受付

カフェますとくカフェますとく
【とき】11月 21日（木）午後 2時～ 3時
【ところ】グループホームますとく（京泉2203-20）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】収穫祭　【参加料】無料
【申し込み】グループホームますとく
　（☎ 81-5775）　にて電話で受付

ウエルカフェウエルカフェ
【とき】11月 25日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】ウエルシア真岡高間木店
【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　【参加料】無料
【申し込み】下記にて電話で受付
【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

 
えた方たち

ぬくもり ふれあい むすびあいぬくもり ふれあい むすびあい
第26回第26回 山前地区公民館まつり山前地区公民館まつり
【とき】11月17日（日）午前9時から ※雨天決行
【ところ】市公民館山前分館
【内容】作品展示（9:00 ～）、芸能発表会（9:30 ～）、
地域物産店（10:00 ～）、
　カレーライス無料配布（11:00 ～）など
【問い合わせ】市公民館山前分館
　☎82-2802 FAX83-6146（日曜・月曜・祝日休）

第 10回第 10 回 

にのみや地区公民館まつりにのみや地区公民館まつり
【とき】11月17日（日）午前9時から ※雨天決行
【ところ】二宮コミュニティセンター
【駐車場】にのみや“とちおとめ”ホール
【内容】芸能発表、二宮地区の園児・児童・生徒・
愛好会等による作品展示、地域公民館対抗玉
入れ大会、模擬店、子どもお楽しみコーナー、
カレーライス無料配布など

【主催】にのみや地区公民館まつり実行委員会
【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日曜・月曜・祝日休）

●税理士＆司法書士による相続・贈与の無料相談会
【とき】12月 1日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ】栃木県司法書士会館 宇都宮市幸町1-4
【相談料】無料【相談方法】面談（要予約）【予約・
問い合わせ】 栃木県司法書士会☎ 028-614-1122

●労働保険適用促進強化月間 11/1 ～ 11/30
　『労働保険は働く皆さんを守ります』
　労働者が安心して働けるよう「労働保険（労災保
険・雇用保険）」の加入手続きをされていない事業
主の方は、労働基準監督署または公共職業安定所で
加入手続きをしてください。詳しくは、最寄りの労
働基準監督署または公共職業安定所にお尋ねくださ
い。【問い合わせ】栃木労働局総務部労働保険徴収
室☎ 028-634-9113

●ひとりで悩まずご相談ください
　「自殺予防いのちの電話」
【とき】毎月 10日（午前 8時～翌日午前 8時）
【相談番号】フリーダイヤル☎0120-783-556（無料）
【相談内容】自殺予防相談（死にたい、死のうと思っ
　ている、生きている意味がないなど）
【問い合わせ】栃木いのちの電話事務局
　〒 320-8508 宇都宮市若草 1-10-6
　☎ 028-622-7970 FAX028-902-1030
　（月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00）

12 月の集団健診12 月の集団健診
　日程変更・新規申し込みは、お早め
にお願いします。市で行う健診（集団・
施設・人間ドック）は、いずれか１回
限りとなります。
※詳細は、市のホームページをご覧ください。
≪生活習慣病健診≫【受付】午前 8時～ 10時

日にち日にち 実施会場実施会場
1 日（日）、3日（火）、
4日（水）、6日（金）、
9日（月）、13日（金）

総合福祉保健センター

11日（水）、12日（木）市公民館真岡西分館
≪女性がん検診≫【受付】午後1時30分～2時30分

日にち日にち 実施会場実施会場
3 日（火） 二宮コミュニティセンター
11日（水） 総合福祉保健センター

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

市HPQR ｺｰﾄﾞ

市内で創業・事務所等を設置した中小企業者へ市内で創業・事務所等を設置した中小企業者へ
新製品開発･販路開拓支援補助金新製品開発･販路開拓支援補助金
　新たなマーケットの創出と創業支援
を目的として、新製品開発等に係る下
記補助金の申請を受付中です。申請に
必要な書類は市HPをご覧ください。
【補助額】対象経費の2分の1以内、限度額30万円
【補助期間】平成30年4月1日～令和5年3月31日
【対象者】市内で新たに個人開業または事業所等
の設置を行ってから 3年以内の中小企業者（中
小企業基本法第 2条第 1項に該当する者）

【対象経費】
①新製品開発に係る原材料および副資材の購入
費、設備・工具等の購入費、外注加工・デザ
イン開発費など

②新製品の販路開拓に係る展示会等の出展経費、
その他新製品のPRに要する経費など

【申し込み・問い合わせ】商工観光課工業係
　☎ 83-8134 FAX 83-0199

市HPQR ｺｰﾄﾞ

●栃木県立益子特別支援学校公開授業
【とき】12月 12日（木）午前 9時 50分～正午（受
付：午前 9時 40分～）【ところ】栃木県立益子特別
支援学校（益子町七井 3650）【内容】＜小学部＞生
活単元学習・図画工作・国語など＜中学部＞コンサー
ト＜高等部＞作業学習・農業・工業【申し込み】不
要【問い合わせ】栃木県立益子特別支援学校☎ 72-
4915 FAX72-7895

「サンタの贈り物」「サンタの贈り物」
配達ボランティア募集！配達ボランティア募集！
クリスマスに子どもたちへ夢を届けに
行きませんか。各ご家庭で用意していた
だいたプレゼントをサンタクロースと一
緒に子どもたちへ届けるお手伝いです。
詳細は、市HPまたは、下記へ問い合わせください。
☆今年は 12 月 24 日（火）にお届けします！
【申し込み・問い合わせ】「サンタの贈り物」実行委員会
　事務局生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

市HPQR ｺｰﾄﾞ

第 5 回 歴史教室第 5 回 歴史教室
芳賀郡芳賀郡のの古代仏教遺跡古代仏教遺跡をを考える考える
【とき】11月 16日（土）午前 10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】栃木県埋蔵文化財センター職員
　池田 敏宏 氏
【参加料】無料【申し込み】不要
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

ール

3 4070

●消防設備士試験案内
【試験日】令和2年 2月 2日（日）9時 30分～
【ところ】宇都宮工業高等学校【試験の種類・手数料】
甲類（特類：第1類から第5類）5,700円、乙類（第
1類から第 7類）3,800 円【願書申請期間】＜電子
申請＞ 11/15（金）～ 11/26（火）＜書類申請＞
11/18（月）～ 11/29（金）【申し込み】下記へ郵
送または持参【申し込み・問い合わせ】（一財）消防
試験研究センター栃木県支部☎028-624-1022

スポーツスポーツ
教室教室 第2回 さいかつボール教室

【とき】11月 16日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内の小学 4年生以上の方 先着 30人
【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】現在受付中、電話・
　FAX・Eメールにて受付
　（平日 9:00 ～ 17:15）
【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メールは氏名・住所・電話番号・年齢を明記

市民市民
講座講座
 冬を楽しくのんびり
　ハーバルライフ

①「ハーバルローション＆美容液」
　12/5（木）10:00 ～ 12:00【受講料】2,500円
②「ハーブを使ったしめ縄飾り」
　12/19（木）10:00～12:00【受講料】2,500円
お好きな講座を選び申し込みください（両日受
講も可）オリジナルブレンドティーが付きます。
【ところ】市公民館　第 7会議室
【対象】市内在住・在勤の成人の方  先着 20人
【申し込み】11月 15日（金）までに、下記にて
電話で受付（8:30 ～ 17:15）

【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）

真岡自然観察会・真岡の自然を守る会真岡自然観察会・真岡の自然を守る会

五行川遊水地五行川遊水地のの野鳥観察会野鳥観察会
　私たちの身近なところにいる、素敵な野鳥を
見つけに行きましょう。※小雨でも中止
【とき】11月 16日（土）午前 9時 30分～正午
【ところ】大和田工業団地南部の遊水地・付近の五行川
（二宮コミュニティセンター駐車場集合）

【参加料】無料　　　
【持ち物等】自然観察に適した服装・靴、帽子、
　あれば双眼鏡、望遠鏡（双眼鏡等は事務局で
貸出します、個数に限りあり）

【申し込み】不要、当日時間までにお越しください。
【問い合わせ】真岡自然観察会事務局 中村
　☎ 82-6285（FAX兼） 高校生主催のクリスマスイベント高校生主催のクリスマスイベント

サンタと遊ぼうサンタと遊ぼう
　高校生ボランティアによるイベントです。サ
ンタと一緒に歌やゲーム、プレゼント配布、記
念撮影を楽しみませんか。
【とき】12月14日（土）午後1時30分～3時（予定）
　※開場・受付は午後 1時から
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【対象】市内在住または勤務の方の小学校低学年
　以下のお子さん（兄弟姉妹も参加可）
　先着 150人
　※必ず親子でご来場ください。
【参加料】プレゼント代として子ども 1人につき
　400円（同伴の大人は無料）
【申し込み】11月 23日（土）までに、
　下記窓口へ参加料を持参し受付
【主催】「サンタと遊ぼう」実行委員会
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課（市公民館内）
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）


