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 真岡市芸術鑑賞会映画会 真岡市芸術鑑賞会映画会
記憶にございません！記憶にございません！

【とき】2月 29日（土）① 14:00 ～② 18:30 ～
【上映時間】約 2時間 20分
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール
【入場料】当日購入可全席自由
　大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円 
　2019 年度真岡市芸術鑑賞会
　会員 無料

【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

※令和 2年度真岡市芸術鑑賞会
　会員募集中です

みんなのひろば

●必ずチェック  最低賃金  使用者も、労働者も
　栃木県最低賃金は、2019/10/1 から時間額 853
円に改正発効され、県内の 6の産業の特定最低賃
金は、2019/12/31 から時間額が以下の通り改正
発効されています。〔塗料製造業〕963 円〔はん用
機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業〕
910 円〔電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業〕910円〔自動車・
同付属品製造業〕917円〔計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医
療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療
用計測器製造業、時計・同部分品製造業〕909 円
〔各種商品小売業〕871 円【問い合わせ】栃木労働
局労働基準部賃金室☎ 028-634-9109、FAX028-
632-6585、最寄の労働基準監督署

●真岡共同高等産業技術学校 令和2年度入校生募集
建築に関する技能修得、技術向上を目指して職業

訓練を行っています。新規学卒者をはじめ、現在事
業所で働いている方、男女・経験を問わず入校生を
広く募集しています。気軽にご相談ください。【学科・
定員】木造建築科（定員10人・期間 3年間）、建築
設計科（定員10人・期間 2年間）【対象】各学科に
関連する事業所等に就職または就職予定の方（関連
事業所勤務でない方もご相談ください）【特典】訓
練終了時の技能照査に合格すると「技能士補」とな
ります。また、2級技能士検定（国家試験）受験の
際、学科試験免除。【募集期間】令和 2年 2月 1日
～ 3月 15 日【入校時期】令和 2年 4月【入学金】
10,000 円【授業日】毎週土曜日午後1時～ 6時 30
分（授業風景・訓練状況などは、学校の Facebook
をご覧ください）【申し込み・問い合わせ】真岡共
同高等産業技術学校 （真岡市八條 106-1）☎ 83-
3201、FAX83-3850（火曜～土曜、9:00～ 15:00）

●ガールスカウト入団説明会
【とき】3/1（日）10:00 ～ 12:00【ところ】市公
民館第 2会議室【対象】令和 2年度幼稚園等年長
児～高校 2年生までの女の子とその保護者【内容】
活動内容の説明【問い合わせ】☎ 82-2233（村上）

●「真岡ジュニアソフトテニス教室」新会員募集
　令和 2 年度の会員を、次の通り募集します。
4/11（土）に開校式を行います。【対象】小学 3 年
生～ 6 年生【定員】30 人【年会費】6,000 円【募
集締切】3/28（土）※募集案内と申込書は、市総
合体育館にあります。【申し込み・問い合わせ】真
岡市ソフトテニス協会事務局 理事長 阿久津 進 ☎ 
82-8017（FAX 兼）携帯電話：090-4820-4254

まちなか保健室《3月》まちなか保健室《3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）
いきいき脳トレ教室
【とき】4日（水）午前 10時～ 11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「生活習慣病予防のための食事」
【とき】8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「糖尿病予防の食生活」
【とき】18日（水）午後1時 30分～ 2時 30分
【講師】保健師・栄養士

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「糖尿病予防の食生活」
【とき】4日（水）午後 1時 30分～ 2時 30分
【講師】保健師・栄養士
いきいき脳トレ教室
【とき】18日（水）午前10時～11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「肥満予防と腸活」
【とき】22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
【申し込み】各まちなか保健室にて電話で受付
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

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、認知症の人や家族に対する理解
者になることです。お気軽にご参加ください。
【とき】3月11日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 7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】下記窓口または電話にて受付
【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 FAX83-6335

乳幼児健康診査《3月》乳幼児健康診査《3月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 19日（木）R1年 10月 13日～R1年 10月 31日生

9カ月児健診 12日（木）R1年 5月 11日～R1年 5月 31日生
1歳 6カ月児
健診 13日（金）H30年 8月 15日～H30年8月31日生

3歳児健診 10日（火）H29年 2月 10日～H29年 2月 28日生
2歳児歯科検診 23日（月） H30年 3月生
【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】予診票、母子健康手帳、健やか親子
21 設問票（4カ月・１歳 6カ月・3歳健診対
象者のみ）、　歯ブラシ・タオル（歯科検診のみ）

【その他】3歳児健診は、尿検査があります。
3 月の「マタニティ・子育て相談会」3 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】11日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター

育児相談 母乳・ミルク相談
要予約

子どもの栄養相談 妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳　
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

時

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

肝炎ウィルス検査実施肝炎ウィルス検査実施
　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）＜受付＞ 8:30 ～ 9:30
【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

ひきこもりに関する相談会ひきこもりに関する相談会
　子ども若者・ひきこもり総合支援センター「ポ
ラリス★とちぎ」が相談会を開催します。ひきこ
もる家族にどう声をかけたらいいのか、将来が心
配など、当事者のみで悩まず、ぜひご相談ください。
【とき】3月 19日（木）
　① 10:00 ② 11:00 ③ 13:00
【ところ】総合福祉保健センター
【申し込み】3月 16 日までに、下記にて電話で
受付（各時間 1組まで）
※相談には、ひきこもりサポーターが同席します。
【問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554

久保貞次郎久保貞次郎のの本本をを無償提供無償提供
市所蔵の久保貞次郎の蔵書（美
術評論集、画集、美術教育関係図
書など）を多くの方に読んでいた
だくため、無償で配布します。
【期間】3月 30日（月）まで
【配布場所】
　久保記念観光文化交流館
　真岡市まちかど美術館
【その他】同じ本は、１人 3冊まで、本がなくな
り次第終了となります。本の在庫確認や取り
置きはできません。

【問い合わせ】文化課文化振興係
 　☎ 83-7731 FAX83-4070

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】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

【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）

入場料入場料
無料無料

科学教育センター科学教育センター33月のご案内月のご案内
★プラネタリウム番組公開★

【とき】3月7日（土）午前 11時～
　※開始 5分前にはご入場ください
　※途中入場不可
【内容】「宙ｶﾞｰﾙ☆篠原ともえのﾚｯﾂｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸ 」゙
　と別番組の 2本立て、星空解説はありません。
　（投影時間約 50分）
【観覧料】高校生以上200円、4歳～中学生100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
　定員になり次第、観覧券の販売は終了。
★科学の広場★ふわもちスライムをつくろう★科学の広場★ふわもちスライムをつくろう
【とき】3月 7日（土）
　午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小・中学生　先着約 24組
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【参加費】子ども 1人 100 円
【申し込み】2 月 27 日（木）・28 日（金）に、
下記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）

【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611

開★開★

【とき】2月 24日（月）午後 2時から
【ところ】観光まちづくりセンター
【主催】真岡落語研究会
【問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

モオカの休日モオカの休日
第 10 回 荒町寄席第 10 回 荒町寄席

入場料入場料
無料無料


