
新型コロナウイルスの感染状況により、イベント等が中止・変更となる場合があります。参加の際は、マスクの着用等感染症対策をお願いします。
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。https://www.city.moka.lg.jp/

みんなのひろば
●福祉訪問美容サービス DO-OR（ドア）
　さまざまな事情により自身で美容院へ行くこと
ができない方を対象に、美容師がご自宅や高齢者
施設等に伺い、カットなどの美容施術を行ってい
ます。サービスの詳しい内容や料金等について
は、下記へ問い合わせください。【問い合わせ】
DO-OR℡ 080-7212-3388（佐野）

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

両親学級のご案内両親学級のご案内
　沐浴（もくよく）体験、妊婦疑似体験などを行います。
【とき】1月 9日（土）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦　先着 15組
　（おおむね妊娠 28週以降 ）
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】12 月 18 日（金）午前 9 時から、
電話で受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

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】1月 21日（木）、2月 18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 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129

オンライン離乳食教室
 2 回食に向けての進め方2 回食に向けての進め方

　Web会議のできるZoomアプリを利用
したオンライン離乳食教室を開催します。
【とき】1月14日（木）午前10時～10時40分
【対象】令和 2年 6・7月生まれで離乳食が始まっ
　ているお子さんと保護者　先着 12組
【申し込み】1月 7日（木）までに、市
HPの離乳食教室申し込みフォームよ
り申し込みください。

※詳しくは、HPで確認ください。
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

市HP
QRコード

乳幼児健康診査《1月》乳幼児健康診査《1月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 14日（木）R2年 7月 18日～R2年 8月 20日生

9カ月児健診
8日（金）R2年 2月 15日～R2年 3月 13日生

29日（金）R2年 3月 14日～R2年 4月 8日生
1歳 6カ月
児健診 15日（金）R1年 5月 10日～R1年 6月 7日生

3歳児健診
19日（火）H29年 11月 5日～H29年11月24日生

28日（木）H29年 11月 25日～H29年 12月 6日生
2歳児歯科 25日（月） H31年 1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。

1 月の「子育て相談会」1 月の「子育て相談会」
【とき】13日（水） 【ところ】総合福祉保健センター

①子育てミニ講座「離乳食のあれこれ」
【内容】大人の料理からの取り分け方について
【時間】午前 10時 15分～ 10時 30分　
②身長・体重測定 ③育児相談、子どもの栄養相談
【時間】午前 9時 30分～ 11時
【持ち物】母子健康手帳
【申し込み】①②は当日参加可能です。
　③は下記にて電話で申し込みください。（要予約）
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

市民市民
講座講座  太極拳教室　
　体と心をリフレッシュする太極拳の
動きを学びましょう。
【とき】1/13、1/20、1/27（毎週水曜日、全 3回）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】青年女性会館　2階ホール
【対象】市内在住または在勤の成人の方　15人
　（定員超抽選）　【受講料】無料
【持ち物】運動靴、タオル、飲み物
【申し込み】1月 7日（木）までに、下記にて
　電話で受付（8:30 ～ 17:15）
問 生涯学習課生涯学習係 ℡ 82-7150

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 社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943

スポーツスポーツ
教室教室

冬も元気に！
わんぱく親子スポーツ教室

　親子でトランポリンやニュースポーツ（スマ
イルボウリング、スカイクロス、さいかつボール）
にチャレンジします。
【とき】1月 16日（土）午前 9時～正午
【対象】市内小学生とその保護者 先着30組（60人）

スポーツスポーツ
教室教室

第3回みんなで楽しむ第3回みんなで楽しむ
ニュースポーツ教室ニュースポーツ教室

　埼玉県埼葛地区で生まれたニュースポーツ「さ
いかつボール」を行います。バレーボールに似
たルールでおにぎり型のボールを使います。ど
こに弾むか分からない面白さがあり、どなたで
も楽しめるスポーツです。
【とき】1月 16日（土）
　午後 1時 30分～ 3時 30分
【対象】市内在住の方　先着 30人
　（小学 4年生以上ならどなたでも）

共通事項共通事項
【ところ】総合体育館
【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】12 月 21 日（月）から、電話・
FAX・Eメールにて受付（平日8:30～ 17:15）
問 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

◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
12/25（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ☎82-8844

12日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談
※電話相談可（☎82-8844）
受付時間 9:00 ～ 11:30

5、19、26日（火）
9:00 ～ 12:00

人権相談 虐待・DV・差別 12日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見･要望 12日（火）9:00～12:00
◆二宮コミュニティセンター

行政相談 行政への意見･要望  5日（火）9:00～12:00
◆市公民館中村分館

心配ごと相談 12日（火）9:00～12:00
（最終受付 11:30 まで）

人権相談：社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943
行政相談：情報政策課広報広聴係 ℡ 83-8100
そ の 他  ：社会福祉協議会 ℡ 82-8844

料金無料
秘密厳守 1 月の各種相談日

市民市民
講座講座

編み物教室
春物ニットを編んでみませんか

　ニットベストを作ります。
【とき】1/16、1/30、2/6、2/20、3/6
　（各土曜日、全 5回）午後 9時 30分～正午
【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または在勤の方  先着 20人
【持ち物】7号かぎ針、小バサミ
【受講料】1作品 3,300 円前後（材料代）
【申し込み】12月 22日（火）から、下記窓口ま
たは電話にて受付（8:30 ～ 17:15）
問 市公民館二宮分館 ℡74-0107（日曜・月曜・祝日休）

にのみや「たこあげ大会」中止にのみや「たこあげ大会」中止
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
1 月 17 日（日）に予定していた、「にのみやた
こあげ大会」は中止となります。
問 市公民館二宮分館 ℡74-0107（日曜・月曜・祝日休）

久保記念観光文化交流館 美術品展示館久保記念観光文化交流館 美術品展示館
　　 　　 

　市所蔵の多彩なリトグラフの中か
ら、さまざまな版画表現を紹介します。
【開催期間（後期）】
　12月17日（木）～2月15日（月）
　午前 9時～午後 6時
【休館日】火曜日、年末年始（12/30 ～ 1/3）
問 久保記念観光文化交流館 ℡ 82-2012

入館料入館料
無料無料

第 26 回企画展第 26 回企画展
魔法の版画リトグラフ魔法の版画リトグラフ

市民“いちご”ホール自主事業市民“いちご”ホール自主事業
市民“いちごホール”ショパン・シリーズ vol.1市民“いちごホール”ショパン・シリーズ vol.1
宮谷理香宮谷理香 ピアノ・リサイタルピアノ・リサイタル
　市民“いちご”ホールが開催する新しいコン
サート「ショパン・シリーズ」の第 1回は、ショ
パン国際ピアノコンクール第 5位入
賞の実力派ピアニスト、宮谷理香に
よるショパンの珠玉の名曲とトーク
をたっぷりお楽しみいただきます。
【とき】1月 31日（日）
　開場：午後 1時、開演：午後 2時
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール
【入場料】〈一般〉2,000円、〈高校生以下〉500円
　全席指定、未就学児は入場できません
【チケット販売】12月 19 日（土）午前 10時か
ら、下記にて電話受付（つながりにくい場合
は℡ 82-7151）、オンライン販売
を開始します。チケットの受け渡
し、窓口販売は、12月 20日（日）
から開始します。
問 市民“いちご”ホール ℡ 83-7731

オンライン
チケットサービス
QRコード

穴川用水幹線水路穴川用水幹線水路のの
取水取水をを停止停止します

　五行川大前堰（せき）改修工事等の
ため、五行川からの取水を停止します。
【とき】12月25日（金）～令和3年3月31日（水）
【工事箇所】五行川大前堰
【止水場所】大前堰より穴川用水幹線水路全域
問 穴川土地改良区連合 ℡ 82-2504


