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真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
　入会の説明・理事との面接をします。
【とき】2月 17日（月）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】市内在住で健康な 60歳以上の方
【仕事内容】除草、草刈、植木剪定、屋内外清掃、
　施設受付業務、家事援助、襖・障子張り等
※事前受付・入会書類のお渡しがありますので、
2 月 14 日（金）までに下記へお越しください。

【問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 111-1
シルバー人材センター ☎ 84-1110 FAX84-1109

令和 2 年度受講者募集令和 2 年度受講者募集
点字ボランティア養成講習会点字ボランティア養成講習会
【期間】4月 5日から令和 3年 3月 21 日までの
　毎月第 1･3 日曜日　午前 10時～正午
　（5・8・9・1月は第 2･4 日曜日）
【ところ】総合福祉保健センター 心配ごと相談室
【対象】点字を学ぶことに意欲・関心があり、講
習会終了後は市内での活動に参加し、視覚障
がい者を理解し交流を深めることを望む方

【定員】先着 10人
【受講料】無料（テキスト代 590円は自己負担）
【申し込み】3月 16日（月）までに、下記窓口にて、
　備えの申込書にテキスト代を添えて受付
【問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

インフルエンザ予防接種を受けたインフルエンザ予防接種を受けた
障障がいがい児児へへ費用費用をを助成助成

【助成対象期間】
  令和元年 10月 1日～令和 2年 2月 29日
【申請受付期間】3月 31日（火）まで
【対象者】1歳以上小学 6年生相当の年齢までの
　お子さまで、下記の障がいに該当する場合
　①身体障害者手帳 1・2・3級
　②療育手帳A1・A2・B1
　③精神保健手帳 1・2級
【助成回数】2回まで
【助成額】医療機関窓口で払った、
　自己負担分（各回上限 1,500 円）
※職場等で助成された額を差し引きます。
【持ち物】身体障害者手帳、療育手帳、精神保健
手帳、印鑑、予防接種の領収書（2回分）、振
込口座の通帳、健康保険証

【問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX 83-8554

　真岡もめんの着物を着て、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】3月 1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
【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

真岡もめんの着物を着て 門前地区をまちあ

観光協会HP
QRコード

鬼怒水辺観察センター主催鬼怒水辺観察センター主催
野鳥・蝶・トンボの写真展野鳥・蝶・トンボの写真展
　貴重な野鳥等の写真を展示します。
【とき】2月 9日（日）～ 3月 8日（日）までの、
水曜・土曜・日曜・祝日・振替休日

　午前 9時～午後 3時　【入場料】無料
【ところ】鬼怒水辺観察センター東側 国土交通省
　河川防災インフォメーションセンター
【問い合わせ】鬼怒水辺観察センター
　☎ 84-6439 FAX 84-3312
　（月・火・木・金曜休み※祝日除く）
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）

お と な の ク ラ フ トお と な の ク ラ フ ト

木のパズルづくり木のパズルづくり
　木の板に絵を描き、電動ノコギリで切ってパズル
を作ります。大人が楽しむ本格的なクラフトです。
【とき】2月 20日（木）午前 9時 30分～正午
【ところ】根本山自然観察センター ※雨天決行
【対象】成人の方　先着 10人
【持ち物】筆記用具、ハサミ、定規、のり、カッター、
　エプロン、マスク
【申し込み】2月 8日（土）から、下記にて電話
　で受付（8:30 ～ 17:15）【参加料】無料
※2月20日（木）の午前中は、野鳥クラフトは休みです。
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター
　☎83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

みんなのひろば
●映画『いただきます』上映会＆安田節子氏講演会
　「食が生みだす明るい未来」～あなたの食べもの
は何からできている？～【とき】2月 11 日（火・
祝）〔開場〕12:30 ～〔映画上映〕13:00 ～〔講演会〕
14:30 ～【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）
小ホール【参加費（上映会・講演会）】大人 1,000 円、
学生（中学・高校・大学・専門学校生）500 円※
購入されたチケットの払い戻しはできませんのでご
了承ください。【主催】元氣な未来へつなぐ会もお
か【申し込み・問い合わせ】080-5378-7037（七海）
Eメール :akemi-na@i-berry.ne.jp

男女共同参画社会づくりセミナー男女共同参画社会づくりセミナー
男女共同参画と私たちの未来男女共同参画と私たちの未来

～意思決定の場に女性を～～意思決定の場に女性を～
　女性の力を活かすことや、意思決
定の場へ女性が参画することの重要
性、男女共同参画政策における課題
などをお話いただきます。
【とき】2月 27日（木）
　午後 6時 30分開演（午後 6時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【講師】白井 文氏　【入場料】無料
【問い合わせ】生涯学習課 ☎82-7151 FAX 83-4070

    真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
    オーケストラで歌うオーケストラで歌う
青春ポップスコンサート青春ポップスコンサート
【とき】2月 8日（土）
　午後 3時開演（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール
【入場料】全席指定 4,500 円（会館販売分に限り、
　真岡市芸術鑑賞会会員 500円引き）
【出演者】太田裕美・庄野真代・渡辺真知子・
　N響団友オーケストラ（16人編成）
【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎83-7731 FAX83-4070 （月曜・日曜・祝日休）

普通救命講習 普通救命講習 受講者募集受講者募集
　AEDを用いた心肺蘇生法など救命に必要な応
急手当の知識と技術を学びます。※受講料無料
【とき】3月 1日（日）午前 9時～正午
【ところ】市公民館真岡西分館
【定員】先着 30人
【講習種別】普通救命講習・再講習　
【申し込み】下記にて、電話で受付
【問い合わせ】真岡西分署救急係
　☎ 83-2424 FAX84-6100

女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
3月の集団検診実施のお知らせ3月の集団検診実施のお知らせ
　令和元年度に、女性がん検診（子宮・乳がん）
を受けそびれてしまった 40歳以上の市民の方の
ために、集団検診を追加で実施します。検診は、
集団か施設のどちらか年度内 1回です。
ときとき 受付時間受付時間 ところところ

1 日（日）  8:30～10:30
総合福祉
保健センター2日（月）13:00～ 14:00

6 日（金）13:00～ 14:00
検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診
　（頸がん）

40歳以上※3/1（日）
のみ20歳以上受診可 400 円

②乳がん検診
（超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ）

40 歳以上※ 3/1（日）
のみ 30 歳以上受診可
ただし、30代は超音波のみ

400 円

骨密度検診 同日に①・②を受診する方 100 円
【申し込み】検診希望の方は、下記にて事前に受付
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

肝炎ウィルス検査実施肝炎ウィルス検査実施
　集団健診の際に受診を逃してしまい、今まで
に肝炎ウィルス検査を受けたことのない方を対
象に検査を実施します。検査は、採血のみ（食
事制限無し）、1時間程度でできます。
【とき】3月 4日（水）
　午前 8時 30分～ 9時 30分受付
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】40～74歳の市民の方で、今までに
　肝炎ウィルス検査を受けたことがない方
　※肝炎で治療中の方を除く
【申し込み】2月 28 日（金）までに、下記にて
電話で受付　【費用】無料

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

2 月に 70 歳を迎える方へ2 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　2月に 70 歳になる方、および今
年度まだ温泉券を受け取っていない
方に、温泉券をお渡ししています。
下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 25年 2月 28日以前に生まれた方）　
【場所】いきいき高齢課高齢者福祉係または二宮支所
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（4 月～翌年 3 月）に 1 回の
みです。2月に申請された方への温泉券の交付
枚数は、2枚（2カ月分）です。

【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

NET119（web119）NET119（web119）
緊急通報システムのお知らせ緊急通報システムのお知らせ
　聴覚、音声・言語またはそしゃく機能に障が
い等を有しているなど、電話による音声での
119 番通報が困難な方を対象に「NET119 緊急
通報システム」が始まります。「NET119」とは、
スマートフォンなどのウェブ機能を使用し、簡
単な画面操作で119番通報を行うシステムです。
ご利用には、事前の登録が必要です。
登録説明会を開催します（手話通訳あり）登録説明会を開催します（手話通訳あり）

【とき】2月 16日（日）午後 1時 30分から
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
※上記日程以降は、芳賀地区広域行政事務組合
消防本部で登録可能です。

【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
消防本部通信指令課 ☎82-0119 FAX80-8789
社会福祉課障がい福祉係 ☎83-8129 FAX83-8554 
E ﾒｰﾙ：syakaifukushi@city.moka.lg.jp

体育施設体育施設のの使用申請受付使用申請受付
　4月からの使用申請受付を行います。下記申
請先で手続きしてください。
【利用できる施設】総合・武道・附属体育館、スポー
　ツ交流館、二宮体育館、各運動場
【受付開始】3月 2日（月）から
※学校体育施設を定期的に利用する団体の登録
も受け付けています。（条件有、申請書は下記
申請先に設置）

◉詳しくは市HPを確認ください
【問い合わせ】スポーツ振興課
　☎ 84-2811 FAX84-6258
【申請先】総合体育館☎ 84-2811
　二宮体育館☎ 74-3177 市HPQRコード


