
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

●ケア・アシスタントとして働いてみませんか
　ケア・アシスタントとは、介護事業所において
職員をサポートし、直接介護以外の周辺業務（食
事の配膳、清掃など）に従事する職員のことです。
まだまだ働けるという元気な高齢者の方や介護職
に興味関心のある方を対象に、人材を求めている事
業所を紹介します。未経験でも介護の資格がなく
ても大丈夫です。詳しくは、下記へ問い合わせく
ださい。【申し込み】下記へ電話または来所にて受
付【問い合わせ】社会福祉法人栃木県社会福祉協
議会福祉人材・研修センター宇都宮市若草 1-10-6
℡ 028-643-5622

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んで
みませんか。サポーターとは、
何か特別なことをするのではな
く、認知症の人や家族に対する
理解者になることです。お気軽にご参加ください。
【とき】3月10日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 二宮分館 202会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【受講料】無料
【申し込み】下記窓口または電話にて受付
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

真岡すくすく子育て相談室〔3月〕真岡すくすく子育て相談室〔3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。
【とき】3月 10日（水）
【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
【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
【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

ん

3 月の「子育て相談会」3月の「子育て相談会」
【とき】3月 10日（水） 
【ところ】総合福祉保健センター

①子育てミニ講座「こどもの栄養とおやつ」
【内容】いちごパワーでみんな元気！いちごを
使ったおやつレシピの紹介。

【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

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】3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
話で受け付けしてください。（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

問 情報政策課シティプロモーション係 ℡81-6947

　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。

詳しくは
市HPにて

InstagramInstagramフォトコンテストフォトコンテスト
3月のテーマ3月のテーマ「真岡の木綿」「真岡の木綿」
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「＃真岡の木綿」
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】3月 31日（水）

～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】3月13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】2月 26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

真岡市立図書館真岡市立図書館
大切な絵本を届けるプロジェクト大切な絵本を届けるプロジェクト
「みんなでつくる かけはし文庫」「みんなでつくる かけはし文庫」
　子どもが成長し読み終えてしまった絵本など
図書館に寄贈してみませんか？あなたの思い出
の本が次世代の子どもたちに再活用されます。
次に本を手にする子どもたちへのメッセージも
一緒に募集しています。
【とき】2月 28日（日）午前 9時から
【ところ】真岡市立図書館 カウンター
【対象図書】子ども向けの絵本・児童書
※本の状態によっては所蔵できない場合があります
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151

ら

書

よい歯のコンクールよい歯のコンクール
参加者募集参加者募集

①親と子のよい歯のコンクール
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日ま
での間に 3歳児健診を受け、虫歯がなく口の
中が健康な「幼児と父親」または「幼児と母親」
② 3歳児よい歯のコンクール
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日ま
での間に 3歳児健診を受け、虫歯がなく口の
中が健康な幼児
※①と②両方への応募はできません。
【募集期間】3月 1日（月）～ 3月 19日（金）
【応募方法】こども家庭課備え付けの申込用紙に
　必要事項を記入し、窓口へ申し込みください。
※お子さまの母子手帳を持参ください。
【審査基準】申込書や 3歳児健診の結果等を考慮
します。

【その他】優秀な結果の方は、県東
健康福祉センターで６月ごろに第
2次審査が行われる予定です。

【主催】栃木県・各市町・栃木県歯
科医師会・各郡市歯科医師会
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

●「真岡ジュニアソフトテニス教室」新会員募集
　令和 3 年度の会員を、次の通り募集します。
4/17（土）に開校式を行います。【対象】小学 3 
年生～ 6 年生【年会費】6,000 円【申し込み】申
込用紙に必要事項を記入し、3/31（水）までに事
務局へ提出（募集案内と申込書は、市総合体育館
にあります）【問い合わせ】真岡市ソフトテニス協
会事務局℡82-8017/℡090-4820-4254（阿久津）

●ジョブモール応援隊セミナー＆巡回相談会
　労働者のためのジョブモール応援隊セミナー＆
巡回相談会を開催します。セミナーのみ、相談会の
みの参加も可能です。（要予約）【とき】3/18（木）【と
ころ】栃木県庁河内庁舎【内容】①とちぎジョブモー
ル応援隊セミナー 10:30 ～ 12:00《テーマ》『正社
員で働きたい人の為の就職活動サポート講座』〔対
象〕35 歳以上②とちぎジョブモール巡回相談会
（キャリアカウンセリング）13:00 ～ 16:00、とち
ぎ生涯現役シニア応援センターぷらっと巡回相談
会（高齢者向け）13:00 ～ 15:00【参加料】無料
【申し込み】3/16（火）17:00 までに、下記にて電
話で受付【問い合わせ】宇都宮労政事務所☎ 028-
626-3053

分　

久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
美術品展示館第 27 回企画展美術品展示館第 27 回企画展

HIKARI ~灯る、きらめく、光の絵画HIKARI ~灯る、きらめく、光の絵画~~
　市所蔵の久保コレクション
の中から、さまざま光を表現
した絵画を紹介します。
【開催期間】4月12日（月）まで
　午前 9時～午後 6時
【休館日】火曜日　【入館料】無料
問 久保記念観光文化交流館 ℡ 82-2012

科学教育センター科学教育センター
★★プラネタリウム番組公開プラネタリウム番組公開★★

【とき】3月6日（土）
　午前11時
※途中入場不可、投影開
　始 10 分前までに受付
　を済ませてください。
【内容】「ヤドカリくん、
ほしをみに」「ぼくたち惑星８兄弟」の2本立て

　（投影時間 約 50分）※星空解説はありません。
【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）３月１日（月）
～５日（金）に下記にて電話で受付
問 科学教育センター ℡ 83-6611

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。
※ビニール袋に入れて出すことはでき
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


