
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/

集団健診のお知らせ集団健診のお知らせ
　詳細は、4月上旬に配布した「特定健診・が
ん検診のお知らせ」をご覧ください。

生活習慣病健診生活習慣病健診
　がん検診は毎年の受診が推奨されます（胃がん
は1年おき）。下表の追加日程に申し込みください。

と　こ　ろと　こ　ろ と　きと　き
公民館真岡西分館 1/14（木）

総合福祉保健センター 1/18（月）、1/19（火）
1/29（金）

二宮コミュニティセンター 1/21（木）、1/22（金）
物部会館 1/25（月）

【当日の受付時間】問診表に記載されている時間
を確認し、受け付けしてください。
　（問診表は、予約日の約 1週間前に送付します）
◎市で行う検診（集団、施設、人間ドック）は、
いずれか年度内 1回の受診となります。
◎新型コロナウイルス感染予防対策については、
「集団検診のお知らせ」に同封の書類でお知ら
せします。延期・中止の場合は、市ホー
ムページ掲載および予約した方への
個別連絡等でお知らせします。
問 健康増進課成人健康係 ℡ 83-8122 市ホームページ

QRコード

根本山へ柴刈りに行こう根本山へ柴刈りに行こう
　桃太郎に出てくるおじいさんのよ
うに、柴刈りをやってみよう。根本
山では、枯れ枝拾いをしたり、落ち
葉かきをしたり、楽しく雑木林の手入れをします。
【とき】1月 10日（日）午前 9時 30分～正午
【対象】どなたでも参加できます 先着 20人
   （小学校 4年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】作業しやすく汚れてもよい服装、軍手、
帽子、運動靴（長靴が便利）、タオル、飲み物

冬の生き物観察冬の生き物観察
（大人と子ども別行動）（大人と子ども別行動）

　大人と子どもが別行動で楽しむ観察会です。
子どもはかくれている昆虫を探し、大人は野鳥
を中心に、それぞれ楽しく観察します。
【とき】1月 16日（土）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【対象】5歳以上の子どもとその保護者
　（大人だけの参加も可能です）　先着 20人
【持ち物等】《大人》運動靴、あれば双眼鏡、植物
や野鳥の図鑑《子ども》長靴、手袋《共通》野
外を歩きやすい服装、リュック、帽子、飲み物

共通事項共通事項
【ところ】根本山自然観察センター ※雨天中止
【参加料】無料
【申し込み】12月 27日（日）から、下記にて電
話で受付（8:30 ～ 17:15）
問 根本山自然観察センター ℡ 83-6280
　（月曜・祝日の翌日休）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室

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
植木せん定講習会植木せん定講習会 参加者募集参加者募集
【とき】1月 26日（火）、27日（水）
　午前 10時～午後 4時
【ところ】総合福祉保健センター（ボランティア室）
【対象】60歳以上の市民　各日 15人
【内容】講義（植木せん定の基礎知識）
【参加料】無料（テキスト購入希望の方1,000円）
【持ち物】筆記用具、昼食（弁当）
【申し込み】1月15日（金）までに、下記にて受付
問  シルバー人材センター ℡ 84-1110

令和 3年度採用 真岡市社会福祉協議会令和 3年度採用 真岡市社会福祉協議会

嘱託職員募集嘱託職員募集
◆嘱託職員　5人
【勤務場所】社会福祉協議会事務局、福祉施設
【勤務内容】・自立相談支援センター就労支援員
　・日常生活自立支援事業専門員・生活支援体
制整備事業生活支援コーディネーター・障害
児者等福祉施設支援員

【給与】159,583 円
【応募条件】福祉活動に意欲のある方
【勤務時期】令和 3年 4月 1日から（土曜、日曜、
祝日、年末年始を除く）

【勤務時間】午前 8時 30分から午後 5時
【応募方法】「嘱託職員採用申込書」（社会福祉協
議会HPよりダウンロード可）と市販の履歴
書に必要事項を記入し、1月 29日（金）まで
に下記へ本人が持参してください。書類選考
後 2月 13日（土）面接試験を実施します。
問 真岡市社会福祉協議会 ℡ 82-8844

モオカの休日1月モオカの休日1月のの開催開催
と　き 内　容（主催） 参加料

2日（土）、16日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

7日（木）、21日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

14日（木）、28日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

【ところ】観光まちづくりセンター（要事前申込）

問 真岡市観光協会 ℡ 82-2012 ※火曜日休館

真岡すくすく子育て相談室〔1月〕真岡すくすく子育て相談室〔1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
【とき】1月 13日（水）
【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
【とき】1月 13日（水）
【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 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

す。

約

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】1月14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 9月・10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】12 月 25 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

の

・

農作業農作業のことはのことは農業公社農業公社へへ
　真岡市農業公社では、農作業のことで困ってい
る方のために、水稲の耕起・代かき・田植えなど、
春季農作業の委託申し込みを受け付けています。
【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考
　※ほ場条件等により異なります。
【申し込み】1月 29日（金）までに、
　下記窓口にて受付
問 真岡市農業公社 ℡ 83-9931

を参考

に、

回覧板の回付方法回覧板の回付方法
　市から自治会への全戸配布・回覧文書につい
ては、新型コロナウイルス感染症に関する情報
もあり、回覧板は情報伝達の重要な手段である
と考えています。一方で感染症拡大のリスク回
避の観点から、回覧板の回付の際には、以下の
点にご注意ください。
◆配布物の仕分け時には、換気の良い場所で密に
ならないようにしてください。また仕分け作業
の前後には、手指の消毒をしましょう。

◆回覧板については、直接の手渡しを避け、可能
な限り自宅ポスト（郵便受け）への投函による
回覧をお願いします。

◆回覧板を回す前後は、手指の消毒などの感染防
止対策を徹底しましょう。

問 総務課総務文書係 ℡ 83-8106

もおかDE三密回避観光もおかDE三密回避観光
プレミアムクーポンプレミアムクーポン12/26発売12/26発売
　感染症対策をした施設、また、
混雑時間を回避する事で、安心
安全な観光を楽しめる、お得な
プレミアムクーポン券です。と
ちあいか等の試食もできる「プ
レミアムいちご狩り」を含んだ
税込 8,000 円のクーポン券が、
令和3年1月31日までに購入した場合は、
20％引きの6,400円で購入できます。
※詳しくは、真岡市観光協会HPで確認、
　または下記へ問い合わせください。
問 真岡市観光協会 ℡ 82-2012 ※火曜日休館

ひとり親世帯臨時特別給付金ひとり親世帯臨時特別給付金
「基本給付」の再支給「基本給付」の再支給

　12月 11日時点で、既にひとり親世帯臨時特
別給付金の「基本給付」の支給を受けている方に
対し、12月 22日（火）に再支給を実施しました。
※支給対象者の方で、ひとり親世帯臨時
特別給付金基本給付の申請が未手続き
の方は早めに手続きをしてください。
問 こども家庭課子育て支援係 ℡83-8131 詳しくは

市HPにて

新春！本の福袋新春！本の福袋
　本が入った福袋を貸し出します。どんな本が
入っているかは、開けてからのお楽しみ。
借りた方は、1回おみくじを引くこと
ができます。何か当たるかも？
【期間】1月 5日（火）～ 12日（火）
※ 1人 1点まで、貸し出しは 2週間
※数に限りがあるため、なくなり次第終了
問 二宮図書館 ℡ 74-0286

み。
と

二宮二宮
図書館図書館

InstagramInstagramフォトコンテストフォトコンテスト
1月のテーマ1月のテーマ「真岡の新年」「真岡の新年」
毎月テーマを決めて開催する

フォトコンテストです。真岡の素
敵な写真を募集します。
【参加方法】テーマにあった写真に

ハッシュタグ「#mokafan」と「＃真岡の新年」
をつけて、Instagramに投稿してください。優秀賞
の方には、ささやかなプレゼントをお送りします。
※ 優 秀 賞 は、Instagram《mokacity_offi  cial》
で発表します。 【応募締切】1月 31日（日）

問 情報政策課シティプロモーション係 ℡81-6947

詳しくは
市HPにて

　市公式 Instagram では「#mokafan」の
ついた投稿をピックアップして紹介して
います。真岡で写真を撮った際は、ぜひ
「#mokafan」のタグ付けをお願いします。

真岡市観光協会HP
QRコード


