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久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
美術品展示館　第 25 回企画展美術品展示館　第 25 回企画展
 ヘンリー・ミラー展ヘンリー・ミラー展（会場 1）（会場 1）
アメリカの小説家ヘンリー・ミラー
の水彩画や版画などを紹介します。
【開催期間（後期）】
  9月 22日（火・祝）まで  午前 9時～午後 6時
【休館日】毎週火曜日　【入館料】無料
※今後の新型コロナウイルス感染状況等によっ
ては、開館時間の変更、入場制限等を行う場
合があります。なお、ご来場の際は、感染防
止対策の徹底をお願いします。

【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）

傾聴（お話を聞く）ボランティア傾聴（お話を聞く）ボランティア
養成講習会受講者募集養成講習会受講者募集
　高齢者等のお話を聴く、傾聴ボランティアを
養成し、対象となる方々の心の健康増進を図る
ことを目的に開催します。
【とき】9/2（13:30 ～ 16:30）、
　9/9・9/16・9/23・9/30（10:00 ～ 12:00） 
　毎週水曜日・全 5回
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】講習会終了後、市で傾聴ボランティアと
して活動する意思のある方　10人

※修了証は5日間の全日程を受講した方のみ交付
【申し込み】8月 21日（金）までに、下記窓口
　または電話にて受付　【受講料】無料
【問い合わせ】社会福祉協議会地域福祉係
　☎ 82-8844 FAX82-5516

真岡すくすく子育て相談室〔8月〕真岡すくすく子育て相談室〔8月〕
～産前・産後サポート事業～～産前・産後サポート事業～
　妊娠、出産、子育ての不安、日頃の悩みについ
て助産師・保健師等がお話を伺い、安心して出産・
子育てが出来るようサポートしていきます。
【とき】8月 5日（水）
【ところ】総合福祉保健センター
ママと赤ちゃんの相談ママと赤ちゃんの相談 ※要予約
【時間】午前9時30分～11時30分（受付11時まで）
【対象】産後 4カ月までのママと赤ちゃん
【内容】授乳相談、育児相談【持ち物】母子健康手帳
妊婦さんの相談妊婦さんの相談 ※要予約

【時間】午後1時30分～4時（受付3時30分まで）
【対象】妊娠中の方
【内容】マタニティエクササイズ・個別相談
　妊娠・出産のアドバイス【持ち物】母子健康手帳
【問い合わせ】真岡市子育て世代包括支援センター
　（こども家庭課母子健康係内）
　☎ 83-8121 FAX82-2340

す。

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】8月6日（木）午前10時～11時 15分
　（アンケート記入のため10分前までにお越しください）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】令和 2年 4月・5月生まれの
　乳児と保護者 先着 15組
【内容】講話「赤ちゃんとの日常生活・
　産後ママの体のケア」、ベビーマッサージ他
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】7月 31 日（金）午前 9時から、下
記にて電話で受付

【問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 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。お気軽にご参加ください。
【とき】8月12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もおか）☎83-8132 FAX83-6335
  （地域包括支援センターにのみや）☎74-5139（FAX兼）

戦没者等の遺族に対する戦没者等の遺族に対する
特別特別弔慰金弔慰金（第11回特別弔慰金）（第11回特別弔慰金）

が支給されますが支給されます
【支給の対象者】令和 2 年 4 月 1 日において、
恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金を受ける方（戦没
者等の妻や父母等）がいない場合に、ご遺族
お一人に特別弔慰金が支給されます。

【支給内容】額面 25 万円　5年償還の記名国債
【請求期限】令和 5年 3月 31日まで
【申し込み】事前に連絡の上、下記窓口にて受付
※提出書類については、戦没者およびご遺族の状
況により異なりますので、問い合わせください。

【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943 FAX83-8554

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】8月 20日（木）、9月 17日（木）
　①10:00 ② 11:00 ③ 13:00 ④ 14:00
【ところ】総合福祉保健センター
【申し込み】相談日の 3日前までに、下
記にて電話で受付（各時間 1組）
※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

）

モオカの休日8月モオカの休日8月のの開催開催
【ところ】観光まちづくりセンター

と　き 内　容（主催） 参加料
6日（木）、20日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

13日（木）、27日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

【ところ】市公民館真岡西分館
1日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

※新型コロナウイルスの感染状況等により、中
止となる場合があります。

【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

乳幼児健康診査《8月》乳幼児健康診査《8月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 6日（木）R2年 2月 7日～R2年 3月 1日生

9カ月児健診 28日（金）R1年 10月 3日～R1年 10月 31日生

1歳6カ月児健診 21日（金）H30年 10月 15日～H30年11月8日生

3歳児健診 18日（火）H29年 4月 29日～H29年 5月 22日生

2歳児歯科
24日（月）H30年 4月 9日～H30年5月25日生
31日（月） H30年 8月生まれ

【ところ】総合福祉保健センター
※対象の方には個別で通知を送付していますので、
時間や持ち物などの詳細は通知を確認ください。

8 月の「子育て相談会」8 月の「子育て相談会」
【とき】5日（水） 【ところ】総合福祉保健センター
◆今月はミニ講座を開催します。※予約不要
【時間】午前 10時 15分～ 10時 30分
【テーマ】生活リズムと夏バテ予防
【講師】元保育士 潮田 里子 氏

育児相談 子どもの栄養相談 要予約
身長・体重測定 予約不要

【時間】午前 9時 30分～ 11時
【持ち物】母子健康手帳　
※新型コロナウイルスの感染状況等に
　より、変更となる場合があります。
【問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

係

たい肥・チップを無料配布していますたい肥・チップを無料配布しています
　たい肥は、土壌を柔らかくし植物の根を伸びやすくする効果などがあります。
チップは、土壌の乾燥防止や雑草の発生防止などの効果が期待できます。
【ところ】真岡市リサイクルセンター（阿部岡 365番地 4）
【通常配布日】月曜～金曜日（祝日も含む、年末年始は除く）
　午前 10時～正午、午後 1時～ 3時
　袋または軽トラック等にご自身で積み込みをしてください。
　火曜～金曜日については、事前予約した方に限り、ホイールローダーでの積み込
み補助を行います。予約は、真岡市リサイクルセンターへ電話してください。
　（混雑状況により、ご希望に添えない場合があります）
【毎月第3日曜 配布日】8/16、9/20、10/18、11/15、12/20、1/17、2/21、3/21
午前10時～正午、午後1時～3時  ホイールローダーでの積み込み補助を行います。

【問い合わせ】環境課ごみ減量係 ☎ 83-8126 FAX83-5896　真岡市リサイクルセンター ☎ 81-5045

市民市民
講座講座 陶芸教室
　粘土をこねることから焼成ま
で、作品が出来上がるまでを指導します。
【とき】9/5、9/19、10/3、10/17、10/31
　（各土曜日、全 5回）午後 2時～ 4時
【ところ】市公民館山前分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着 15人
【持ち物】粘土をこねる板（40㎝× 40㎝程度）
粘土を入れる発泡スチロールの箱（40㎝× 40
㎝× 20㎝程度）【受講料】4,500 円（材料代等）

【申し込み】8月 4日（火）から、下記にて電話
で受付（8:30 ～ 17:15）

【問い合わせ】市公民館山前分館
　☎82-2802 FAX83-6146（月曜・日曜・祝日休）

● 8月は電気使用安全月間です
　お宅の電気は、安全・安心ですか？日ごろから電
気の安全を心がけ、かしこく上手に使いましょう！
【主唱】経済産業省【問い合わせ】栃木県電気工事
業工業組合芳賀支部☎ 82-9161

  山の日は、根本山においでよ！  山の日は、根本山においでよ！

特別な野鳥クラフト特別な野鳥クラフト
　8月 10日（月・祝）は、山に親しみ山の恩恵
に感謝する日。根本山を1日めいっぱい楽しもう。
【とき】8月 8日（土）、9日（日）、10日（月・祝）
　午前 9時～午後 2時 30分　随時受付
【ところ】根本山自然観察センター
【内容】この期間に限り、根本山の野鳥クラフト
全 36種の中から、1人 1つ選んで作ることが
できます。製作時間は、約 1時間です。
※レクチャールームが混雑する場合は、
　人数を制限させていただきます。
【参加料】無料
【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）

●真岡俳句会　会員募集
　俳句を共に作りましょう【とき】毎月第 3 金曜
日午前 9時～正午【ところ】青年女性会館 研修室
【問い合わせ】 ☎ 82-3190（福石）


