
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/

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

【部門および対象者】
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 19日（金）まで
【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

利用補助券の使用期限は利用補助券の使用期限は
3月 31 日です！3月 31 日です！

　下記の「2020 年度真岡井頭温泉・あぐ里っ
娘・道の駅にのみや利用補助券」の使用期限は、
3月 31日（水）です。忘れずにご利用ください。
特定健診受診者
わくわくプレゼント
（国保の方のみ）

問 健康増進課成人健康係 ℡ 83-8122

ちゃれんじ60歩こうか
真岡プラス1事業
（達成した方）

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）　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

　 真岡市縁組センター　 真岡市縁組センター
結婚相談員募集中結婚相談員募集中
　結婚相談員は、結婚希望者の出会い
をサポートする地域のボランティアです。
【活動内容】
　①結婚相談会議への出席（毎月 1～ 2回程度、
　　主に水曜・土曜の 10:00 ～ 11:30）
　②担当となった結婚希望者への相談、お相手
　　探し、お引き合わせ等
【募集条件】◎営利目的でないこと ◎市内在住で 
おおむね 70 歳までの健康な方 ◎普通自動車

　運転免許を有する方 ◎秘密を厳守できる方
【任期】2年（継続あり）
【申し込み】下記へ電話にて問い合わせください。
問 出会い結婚サポートセンター ℡ 83-1234

す。

真岡市立図書館真岡市立図書館
 第 2回リサイクルフェア 第 2回リサイクルフェア
　除籍扱いになった本・雑誌・カセット・
レコードを無償で提供します。
※人数制限あり・入場券事前配布
【とき】3月 28日（日）正午～午後 4時
　① 12:00 ～ 12:45、② 13:00 ～ 13:45
　③ 14:00 ～ 14:45、④ 15:00 ～
　①～③は入場券をお持ちの方のみ入場可能　
　各回 45人まで　④は自由入場
【ところ】真岡市立図書館　2階学習室
【申し込み】3月 14 日（日）午前 10 時から図
書館玄関前にて入場券を事前に配布します。
　1人 2枚まで（なくなり次第終了）
【その他】当日はマイバッグをご用意ください。
　一部持ち帰り数制限あり（カセットテープ 20
点、レコード 5点、ふろく 1点まで）
※詳細は、下記へ問い合わせください。
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
根本山ハイキング根本山ハイキング

　早春の花や鳥などを観察しながら根本山を歩
きます。健脚者向きです。　※雨天中止
【とき】3月 27日（土）午前 9時～正午
【ところ】根本山自然観察センター
　（ふもとの能仁寺前駐車場集合・解散）
【対象】小学生以上 先着 20人
   （小学校 4年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、履きなれた
運動靴か軽登山靴、リュック、雨具、飲み物、
あれば双眼鏡

【参加料】無料
【申し込み】3 月 13 日（土）
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）

午

散）

　　　　オンラインオンライン
すこやか赤ちゃん教室
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】4月8日（木）午前10時～10時40分
【対象】生後6カ月までの乳児と保護者 先着15組
※対象月齢であれば何度でも参加可能です。
【内容】ベビーマッサージ
　　　 赤ちゃんとママの健康講話
【申し込み】3月12日（金）～4月1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
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

市HP
QRコード

室室室室

高齢者“いちご”の湯招待券高齢者“いちご”の湯招待券
3月 29日から受付開始3月 29日から受付開始

【対象】市内在住の 70歳以上の方
※昭和 26年 4月 30日以前生まれの方
【交付枚数】
　申請月から月１枚の割合（年 12枚まで）
【申請に必要なもの】申請書（送付されたはがき）
※代理申請の場合は、対象者の署名と押印が必
要です。
いきいき高齢課での交付いきいき高齢課での交付

【受付時間】3月 29日（月）から
　午前 9時～午後 5時
【ところ】市役所本庁舎 1階　いきいき高齢課

二宮支所での交付
【受付時間】4月 2日（金）から
　午前 9時～午後 5時
【ところ】二宮支所　福祉国保窓口

各分館での出張交付
【受付時間】午前 9時～午後 4時

と　き と　こ　ろ

3月

23日（火） 山前分館
24日（水） 大内分館
25日（木） 中村分館
26日（金）二宮コミュニティセンター

◆ 5月以降に 70 歳を迎える方
　70歳の誕生月になりましたら、いきいき高齢
課または二宮支所へ申請してください。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

付付

交付交付

旧庁舎解体工事などに伴う旧庁舎解体工事などに伴う
新庁舎入口新庁舎入口とと駐車場駐車場についてについて
　旧庁舎解体工事と新庁舎駐車場工事に伴い、
新庁舎東入口と旧庁舎の駐車場が利用できなく
なります。来庁の際は、新庁舎北・南入口と新
庁舎北側の仮駐車場をご利用ください。
　工事中は騒音が発生し、ご迷惑をおかけする
とともに、来庁者の皆さまには入口・駐車場で
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

新庁舎北側仮駐車場
【利用開始日】3月 16日（火）から

新庁舎東入口、旧庁舎駐車場
【利用中止期間】
　3月 16日（火）から令和 4年 3月末（予定）

問 新庁舎建設準備室 ℡ 81-6949

旧庁舎駐車場

新庁舎東入口

旧庁舎解体工事

新庁舎北入口

新庁舎南入口

新庁舎北側仮駐車場

駐車場

みんなのひろば
●ガールスカウト団員募集
　ガールスカウトは、100年前にイギリスで発祥し、
現在 150 の国で約 1000 万人の会員が活動する世
界最大の少女と女性のための団体です。さまざまな
体験を通し、考える力・行動する勇気・支えてくれ
る仲間を得て成長する場所です。興味、関心のある
方は、下記へお電話ください。資料を送付します。
【対象】就学前 1年～高校生までの女子※詳しい情
報は、ガールスカウト日本連盟、ガールスカウト栃
木県連盟のHPをご覧ください。【問い合わせ】ガー
ルスカウト栃木県第 28団 ℡ 83-5998（荒井）

たい肥・チップたい肥・チップのの無料配布無料配布
【ところ】真岡市リサイクルセンター
【とき】月曜～金曜日（祝日含む）、毎月第3日曜日
　10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
【配布について】
◆袋または、軽トラック等にご自身で積み込み
　をしてください。
◆火曜～金曜日は、事前予約した方に限り、ホ
　イールローダーでの積み込み補助を行います。
　予約は、真岡市リサイクルセンターにて電話
　で受け付けします。（混雑状況により、ご希望
　に沿えない場合があります）
◆毎月第3日曜日は、予約不要でホイールロー
ダーでの積み込み補助を行います。
問 環境課ごみ減量係 ℡ 83-8126
　 真岡市リサイクルセンター ℡ 81-5045


