
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
●日本画愛好会会員展
　日本画愛好会 (真岡市文化協会所属 )会員の力作
を展示します。ぜひ、ご来場ください。【期間】2
月 26 日（金）～ 3月 11 日（木）【ところ】真岡
市立図書館【問い合わせ】℡ 84-3623（塚本）

栃木SCホーム戦を栃木SCホーム戦をプレミアシートプレミアシートで応援しようで応援しよう
　栃木 SC ホームゲームのプレミア
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。
【対象】市民の方　各試合 1組（2人）
※希望者が多い場合は抽選となります。
※観戦希望試合以外で振替当選となる
場合があります。（試合の指定はで
きません）
※抽選結果は後日通知します。
【申し込み】希望する試合を右表から
１つ選び、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。複数の試合に申し込
むことはできません。

【必要事項】
① 観戦希望試合
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（詳しく）
【受付期間】
　2月15日（月）～19日（金）（必着）
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

  3/7 （日）14:00 対　ブラウブリッツ秋田　 カンセキ
  3/28 （日）14:00 対　愛媛 FC カンセキ
  4/11 （日）14:00 対　SC相模原 栃木グ
  4/21 （水）19:00 対　アルビレックス新潟 カンセキ
  5/5 （水・祝）16:00 対　ギラヴァンツ北九州 カンセキ
  5/23 （日）14:00 対　松本山雅 FC カンセキ
  6/6 （日）14:00 対　京都サンガ F.C. カンセキ
  6/19 （土）18:00 対　V・ファーレン長崎 カンセキ
  7/3 （土）18:00 対　FC町田ゼルビア 栃木グ
  7/17 （土）18:00 対　ヴァンフォーレ甲府 栃木グ
  8/14 （土）18:00 対　ザスパクサツ群馬 未定
  8/21 （土）18:00 対　東京ヴェルディ 栃木グ
  9/5 （日） 未定 対　レノファ山口 FC 栃木グ
  9/18 （土） 未定 対　水戸ホーリーホック カンセキ
10/3 （日） 未定 対　大宮アルディージャ カンセキ
10/17 （日） 未定 対　ジュビロ磐田 カンセキ
10/31 （日） 未定 対　モンテディオ山形 栃木グ
11/3 （水・祝）未定 対　ジェフユナイテッド千葉 栃木グ
11/21 （日） 未定 対　ツエーゲン金沢 栃木グ
12/5 （日） 未定 対　FC琉球 カンセキ

3 月の結婚相談会3月の結婚相談会
　結婚相談員が、情報交換や結婚希望者の相談に
応じ、「結婚」へのサポートを行っています。「そ
ろそろ結婚したいな…」「結婚したいけど出会い
が少ない」という方は、気軽にご相談ください。

と　き と こ ろ

17 日（水）午前 10時～ 11時 青年女性会館
【対象】男性は市内在住・勤務の方、
　女性は要件無し
【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 出会い結婚サポートセンター ℡ 83-1234

受診したことのない方受診したことのない方
肝炎ウイルス検査を受けましょう肝炎ウイルス検査を受けましょう
　集団検診の際に受診の機会を逃し
て、今までに B型・C型肝炎ウイル
ス検査を受けたことのない方を対象に
検査を実施します。
【とき】3月 3日（水）
　受付時間：午前 8時 30分～ 9時 30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】40歳から 74歳の市民の方で、今までに
B型・C型肝炎ウイルス検査を受けたことが
ない方（検査を受けたことがある方、肝炎で
治療中の方は対象外）　【費用】無料

【申し込み】2月 26 日（金）までに、下記にて
電話で受付
問 健康増進課成人健康係 ℡ 83-8122

そ
い
。

●成年後見・相続・遺言の無料法律相談会
　老後が不安の方、高齢者や知的障害者を養護する
方、相続手続きや遺言作成に不安・問題を抱えてい
る方など、無料で相談をお受けします。【とき】毎
月第 2・第 4金曜日 14:00 ～ 16:30【ところ】栃
木県司法書士会館（宇都宮市幸町 1番 4号）【相談
方法】面談（要予約）【相談内容】成年後見・相続・
遺言に関する相談（財産管理、任意後見契約、後見
開始の申立、相続手続、遺言書の作成など）【申し
込み・問い合わせ】リーガルサポートとちぎ支部℡
028-632-9420（月曜～金曜日 9:00 ～ 17:00）

科学教育センター ★天体観望会★科学教育センター ★天体観望会★

月や火星、すばるをみよう月や火星、すばるをみよう
【とき】2月 26日（金）午後 7時から
【対象】先着 15人 （小学生以下は保護者同伴）
【持ち物】懐中電灯、防寒着
【参加費】無料
【申し込み】2月 18 日（木）～ 19 日（金）に、
下記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）
問 科学教育センター ℡ 83-6611

【試合会場】　カンセキ：カンセキスタジアムとちぎ
　　　　　　栃木グ　：栃木県グリーンスタジアム

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《3月》サロン《3月》
　日程等が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）

3・10・17・24・31日（水）
9:00～11:45

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（17・19・31日午後、 
 2・9・10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

31日（水）メダルプレゼントのみ こっこ　お誕生会

問 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

3日（水）メダルプレゼントのみ ぴよぴよ　お誕生会

9日（火）10:00～※予約制 子育て健康相談

問 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
5・12・19
26 日（金）11:00～ 体育遊び

8日（月） 11:00～ リズム遊び

25日（木）10:30～ ベビーマッサージをしよう

30日（火）11:00～ 栄養士の先生とほっとなひととき

問 にのみや保育園子育て支援センター ℡73-2200

●家内労働委託状況届の提出は 4月 30日まで
　家内労働者へ内職等を委託している事業主は、家
内労働法による「委託者」になりますので「委託状
況届」の提出が必要です。これは、毎年 4月 1日
現在の家内労働者数等の状況について、労働基準監
督署を経由して栃木労働局に届け出るものです。届
出用紙は、最寄りの労働基準監督署、または、栃木
労動局ホームページからダウンロードできますの
で、労働基準監督署に 4月 30日までに提出してく
ださい。なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、
物品の提供を受け、他人を使わず自己ひとり、また
は同居の家族だけで物品の製造・加工に従事し、工
賃を得ている人をいいます。宛名書きのような事務
代行やHPの構築など、物の加工を伴わない委託は
原則として該当しません。詳しくは、下記問い合わ
せ先、または、最寄の労働基準監督署へ問い合わせ
ください。【問い合わせ】栃木労働局労働基準部賃
金室☎ 028-634-9109

護者同伴）

日（金）に

資源② 紙類の出し方資源② 紙類の出し方
新聞紙新聞紙 新聞紙は、ひもで十文字にしばって出

してください。
※ビニール袋で出すことはできません。

ダンダン
ボールボール

ダンボールは、ひもで十文字にしばっ
て出してください。
※厚紙は「雑誌・雑紙」で出してくだ
　さい。

雑誌雑誌・・雑紙雑紙
雑誌・雑紙は、ひもで十文字にしばっ
て出してください。
小さな紙（名刺・メモ用紙など）は封
筒や紙袋などに入れてください。

紙パック牛乳パックなどの紙パックは、水洗い
し、切り開いて乾かしてから、ひもで
十文字にしばって出してください。
※内側がアルミなどでコーティングさ
　れているものは、「もえるごみ」です。

問 環境課ごみ減量係 ℡ 83-8126

2 月に 70 歳を迎える方へ2 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します
　2月に 70歳になる方、および今
年度まだ温泉券を受け取っていな
い方に、温泉券を交付します。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 26年 2月 28日以前に生まれた方）　
【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または二宮支所
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）に 1回の
みです。2月に申請された方への温泉券の交付
枚数は、2枚（2カ月分）です。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195


