
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/

インターネットを使った「新しい働き方」インターネットを使った「新しい働き方」
クラウドソーシング活用講座クラウドソーシング活用講座
　クラウドソーシングの基本的な仕組みや何か
ら始めたら良いかがわかる入門講座です。
※オンラインでの開催となります。
【とき】2月 19日（金）午前 10時～正午
【対象】市内在住・勤務の方 先着 20人程度
【講師】NPO法人コムラボ代表理事 山田雅俊 氏
【参加費】無料
【申し込み】2月 8日（月）までに、下記にて電話・
　FAX・Eメールで受付
問 生涯学習課女性青少年係・商工観光課勤労者係 
　 ℡ 82-7152 FAX83-4070
　 E メール :gakusyuu@city.moka.lg.jp

第
1
期

【対象者】1歳から 2歳に至るまでの方
【接種期間】満 1歳の 1年間
　（1歳から 2歳の誕生日の前日まで）

第
2
期

【対象者】平成 26 年 4月 2日から平成 27 年
4月 1日生まれの方

【接種期間】小学校就学前の 1年間
　（令和 3年 3月 31 日まで）

【ところ】県内の予防接種実施医療機関（要予約）
【費用】無料（接種期間を過ぎると全額自己負担）
【持ち物】予診票、母子手帳、子ども医療費受給
資格証など住所の記載のあるもの
問 健康増進課健康支援係 ℡ 81-6946

麻しん（はしか）・風しん混合麻しん（はしか）・風しん混合
予防接種はお済みですか予防接種はお済みですか
未接種の方は早めに予防接種を受けましょう！

栃木SC 開幕戦を栃木SC 開幕戦を
プレミアシートプレミアシートでで応援しよう応援しよう
　栃木ＳＣ開幕戦のプレミアシート観戦者を募集
します。スタジアム周辺の駐車場が利用可能です。
【試合日】2月 28日（日）午後 2時（予定）
　　　　 対ファジアーノ岡山
【ところ】カンセキスタジアムとちぎ
【対象】真岡市民の方 1 組（2人） 
【申し込み】ハガキまたは FAX、Eメール
に必要事項を記入し、下記へ申し込みくださ
い。抽選結果は後日通知します。

【必要事項】①岡山戦希望と記入②観戦希望者の
氏名、郵便番号、住所、年齢③必ず連絡の取
れる電話番号④同伴者の氏名、年齢⑤駐車場
利用の方は、車種、色、ナンバー

【受付期間】2月 8日（月）～ 12日（金）　
問 〒 321-4325 真岡市田町 1251 番地 1
　 スポーツ振興課 ℡ 84-2811 FAX84-6258
　 E メール :sports@city.moka.lg.jp

定）

ル

認知症カフェ 認知症カフェ 
　認知症カフェとは、同じ悩みを抱えた方たち
が集まり、ほっとする時間を共有できる場です。
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症についての相談など
【申し込み】下記にて電話で受付【参加料】無料

にのみやカフェにのみやカフェ
【とき】2月 18日（木）午前 10時～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター　3階301会議室

あおぞらカフェあおぞらカフェ
【とき】2月 22日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】真岡市役所青空ステーション
問 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 
  （地域包括支援センターにのみや）℡ 74-5139

体育施設体育施設のの使用申請受付使用申請受付
　4月からの体育施設の使用申
請を受け付けます。
【利用できる施設】総合体育館、
武道体育館、スポーツ交流館、
各運動場（二宮体育館は、耐震工事のため 5
月まで使用できません。工事期間は、変更に
なる場合があります）

【申し込み】3月 1日（月）から、各申請先の窓
口で手続きしてください。（総合運動公園は 3
月 2日（火）から受け付けします）

【申請先】総合体育館 ℡ 84-2811
　二宮体育館 ℡ 74-3177
　総合運動公園 ℡ 82-7771
●詳しくは市HPを確認ください
問 スポーツ振興課 ℡ 84-2811

市HP
QRコード

令和 3 年度受講者募集令和 3 年度受講者募集
点字ボランティア養成講習会点字ボランティア養成講習会
【期間】4月 4日から令和 4年 3月 20 日までの
　毎月第 1･3 日曜日（8月 1月は第 2･4 日曜日）
　全 24回　午前 10時～正午
【ところ】総合福祉保健センター 心配ごと相談室
【対象】点字を学ぶことに意欲・関心があり、講
習会終了後は市内での活動に参加し、視覚障
がい者を理解し交流を深めることを望む方
　（小学 3年生から受講できます）
【定員】先着 10人
【受講料】無料（テキスト代 590円は自己負担）
【申し込み】3月 15 日（月）までに、下記窓口
にて配布の申込書にテキスト代を添えて受付
問 真岡市社会福祉協議会 ℡ 82-8844

みんなのひろば
●真岡共同高等産業技術学校 令和3年度入校生募集
　建築技能の修得、技術向上を目指し職業訓練を
行っています。新規学卒者、現在事業所で働いてい
る方、経験を問わず入校生を広く募集しています。
【学科・定員】木造建築科（定員 15 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】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】3月末日まで【入学金】
10,000 円【授業料】芳賀郡内在住または在勤の方
（補助該当）：年額 60,000 円、上記以外の方：年額
80,000 円、教材費 10,000 円（初年度のみ）【授業日】
毎週土曜日 13:00 ～ 18:30【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（火曜～土曜、9:00 ～ 15:00）

真岡市立図書館真岡市立図書館

バリアフリー映写会バリアフリー映写会
　『くちびるに歌を』（132 分）を上映します。
視覚や聴覚に障がいのある方でも一緒に楽しめ
る、日本語字幕と音声ガイド付きの映画です。
【とき】2月 28日（日）午後 2時から
【ところ】真岡市立図書館 2 階会議室
【定員】先着 20人　【入場料】無料入場料】無料
【申し込み】2月 28 日（日）までに、下記窓口
または電話、FAXにて受付
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151 FAX83-6199

離乳食教室離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方

【とき】2月18日（木）午前10時～11時15分
　（アンケート記入のため、20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 7・8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 15組

【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】2月 5日（金）午前 9時
　から、下記にて電話で受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

組

プラネタリウム一般公開プラネタリウム一般公開
【とき】2/13、2/20、2/27（毎週土曜日）
　①午前 11時～②午後 1時 30分～
※開始 10分前までに受付を済ませてください
【内容】当日の星空解説、番組「ヤドカリくん、
ほしをみに」（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します。
※事前予約可（各回 10人程度）観覧
希望日の週の月～金曜日（祝日除く）
に、下記電話にて受け付けします。
問 科学教育センター ℡ 83-6611

里山の生き物調査里山の生き物調査
～倒木・朽ち木の解体調査～～倒木・朽ち木の解体調査～
　雑木林の倒木や朽ち木の樹皮
をはがしたり、幹を崩したりし
て、どんな生き物が利用してい
るのか調べます。
【とき】2月 21日（日）午前 9時～正午
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止
【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】汚れても良い防寒具、厚手の手袋
【参加料】無料
【申し込み】2月 7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）

●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、令和 2年 10 月 1 日から時
間額 854 円に改正発効され、県内の 6の産業の特
定最低賃金は、令和 2年 12 月 31 日から時間額が
以下の通り改正発効されています。〔塗料製造業〕
965 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〕913 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〕
913 円〔自動車・同付属品製造業〕920 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〕912円〔各種商品小売業〕874円【問
い合わせ】栃木労働局労働基準部賃金室℡ 028-
634-9109、最寄の労働基準監督署

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
◆赤ちゃんとのスキンシップ
　（ベビーマッサージ、親子手遊び）
◆赤ちゃんとママの健康講話
　（ママの体・産後の健康について）
【対象】令和2年11・12月生まれの乳児と保護者

オンライン型《ZOOM》オンライン型《ZOOM》
　Web会議のできるZOOMアプリを利用した
オンラインの教室を開催します。
【とき】3月4日（木）午前10時～10時40分
【定員】 先着 15組
【申し込み】2月5日（金）～2月25日（木）
に、市HPのすこやか赤ちゃん教室申
し込みフォームにて受付

来所型《総合福祉保健センター》来所型《総合福祉保健センター》
【とき】3月11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
【定員】 先着 8組
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】2月 5日（金）午前 9時から、下記
にて電話で受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

市HP
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