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鬼怒水辺ふれあい観察会鬼怒水辺ふれあい観察会
赤トンボをつかまえよう赤トンボをつかまえよう
　赤トンボの仲間を自分で捕まえて観察します。
捕まえたトンボは最後に逃がします。
【とき】10月 4日（日）※雨天中止
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】鬼怒水辺観察センター
【対象】どなたでも参加できます　先着 30人
   ※小学校 4年生以下は保護者同伴
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、運動靴、飲
み物、虫とり網、虫かご

【申し込み】9月 20日（日）から、下記にて電
話で受付（8:30 ～ 17:15）　【参加料】無料
※新型コロナウイルスの感染状況等により、中
止・変更になる場合があります。

【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）

真岡市文化祭真岡市文化祭
民舞吟大会・ダンスと音楽の祭典民舞吟大会・ダンスと音楽の祭典

中止中止
　10 月 17 日（土）、18 日（日）に開催を予定
していた、真岡市文化祭「民舞吟大会」および「ダ
ンスと音楽の祭典」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止となりました。
※ 9月 19 日（土）開催予定の代表者会議も中
止となります。

【問い合わせ】真岡市文化祭運営委員会事務局
　（文化課文化振興係）☎83-7732 FAX 83-4070 
E メール：bunka@city.moka.lg.jp

令和 3 年度令和 3 年度
保育所（園）入所保育所（園）入所のの申込受付申込受付
【受付期間】10月1日（木）～11月30日（月）
【必要書類】
◆保育所入所申込書兼支給認定申請書 ◆調査票
◆保護者等の状況を証明する書類（就労証明書等）
◆お子さまの出生前に申請をする場合は、母子
　手帳の表紙と出産予定日のページのコピー
※出生前の申し込みは、令和 3年度中に育休終
了後復職する方などが対象です。

【申し込み】必要書類を下記窓口へ提出
　書類は、保育課・二宮支所に設置してあります。
　（市ＨＰからもダウンロード可）
※認定こども園・小規模保育施設を希望さ
れる方は、直接施設へ申し込みください。

【問い合わせ】保育課保育係
　☎ 83-8035 FAX82-2340

市ＨＰ
QRコード

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《10月》サロン《10月》
　日程等、変更になる場合がありますので、参加
の際は、市HPや問い合わせ先にて確認ください。
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）
9:00～11:30、12:30～16:15

第二子育て
支援センター

月～金（祝日除く）
9:00～11:30、12:30～16:15

二宮地域サロン
（二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

7・14・21・28日（水）
9:00～11:45

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（2日午後、21・29日、
祝日除く）
9:00～12:00、13:00～15:00

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
8日（木）10:45～※予約制 あつまったらリトミック
27日（火）10:30～※予約制 親子で楽しくクッキング
28日（水）メダルプレゼントのみ こっこ　お誕生会
30日（金）10:30～※予約制 ミニ運動会

【問い合わせ】第一子育て支援センター☎84-1545

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
7日（水）メダルプレゼントのみ ぴよぴよ　お誕生会
15日（木）10:45～※予約制親子で楽しくふれあい遊び
20日（火）10:00～※予約制 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

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
2・9・16・
23・30日（金）
14日（水）

11:00 ～ 体育遊び

13日（火） 11:00 ～ リズム遊び
22日（木） 10:30 ～ ベビーマッサージをしよう

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター
　☎ 73-2200

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】10月 18日（日）午前 9時～正午
【ところ】真岡消防署 2階会議室
【定員】先着 15 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】真岡消防署救急係
　☎ 82-1029 FAX83-3764

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】10月 15日（木）、11月 19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

第25回第25回真岡市音楽祭中止真岡市音楽祭中止
　11 月 8 日（日）に開催を予定していた、「第
25回真岡市音楽祭」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止となりました。
【問い合わせ】真岡市音楽祭実行委員事務局
　（文化課文化振興係）☎83-7732 FAX 83-4070 
E メール：bunka@city.moka.lg.jp

スポーツスポーツ
教室教室 親子で少林寺拳法教室
少林寺拳法の突きや蹴り等の簡単な攻撃法や

受け身を親子で楽しく学びます。
【とき】10/17、10/24、10/31
　（毎週土曜日、全 3回）午前 10時～正午
【ところ】武道体育館　柔道場
【対象】市内小学生とその保護者 先着15組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 、マスク　 【参加料】無料

【申し込み】9月 23日（水）から、電話・FAX・
Eメールにて受付（平日 8:30 ～ 17:15）

※新型コロナウイルスの感染状況等により、中
止・延期になる場合があります。

【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

芳賀郡市医師会市民公開講座芳賀郡市医師会市民公開講座
「新型コロナウイルス感染症の「新型コロナウイルス感染症の
現状・日常に於ける予防策」現状・日常に於ける予防策」

【とき】9月27日（日）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール
【講師】芳賀赤十字病院 外科部長 佐藤 寛丈 氏
　感染管理認定看護師 金沢 靖子 氏
【参加料】無料
【申し込み】事前予約制です。下記にて
電話で受付
※座席の指定と検温を実施します。
※来場の際は、マスクの着用をお願いします。
【問い合わせ】芳賀郡市医師会 ☎ 82-3185
　健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

健康づくり講習会健康づくり講習会参加者募集参加者募集
ラジオ体操と健康チェックで
目指せ！免疫アップ！

＜第 1部＞ラジオ体操講習会
【時間】午前 9時 30分～ 10時 15分
【講師】ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟
　公認 1級ラジオ体操指導士 田邊 恭子 氏
＜第 2部＞健康チェック
【時間】10時 15分～ 11時
【内容】体組成測定、血管年齢測定、
　健康づくり情報コーナー
【とき】参加できる日を電話で申し込みください
　10月 7日（水）山前分館
　10月 8日（木）大内分館
　10月 13日（火）生涯学習館
　10月 15日（木）中村分館
　11月 12日（木）総合体育館
【対象】市内在住の方  各回申込順30人
【持ち物等】上履き（運動靴）、タオル、
　飲み物、マスク
【その他】原則、第 1部・第 2部ともに参加とな
ります。当日の朝に検温し、平熱より高い体
温の場合は、下記へご連絡ください。
※新型コロナウイルスの感染状況等により、中
止になる場合があります。

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX83-8619
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp

人

参加費参加費
無料無料

参加者の方には
プレゼントあり！

地域で「みどり」のおもてなし事業地域で「みどり」のおもてなし事業
　植樹式、収穫祭（芋煮会など）を行います。
【とき】10月 18日（日）午前 10時から
【ところ】ふれあいの森　伊勢崎
　（西真岡第二保育園西側）　
【参加料】無料　※小雨決行
※参加の際は、マスクの着用をお願いします。
※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。

【問い合わせ】環境課環境対策係
　☎ 83-8127 FAX83-5896

ら

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】10月8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 6月・7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】9月 25 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 

・
10月の結婚相談会10月の結婚相談会

と　き と こ ろ
7 日（水）午前 10時

～ 11時
二宮コミュニティセンター

17日（土） 青年女性会館
【対象】男性：市内在住・勤務の方、女性：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 FAX84-1545


