
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

●書道愛好会会員募集
　漢字、臨書、かな、その他ペン字等を学習して
います。初めて筆を持つ方、基本から学び直した
い方、小学生から大人の方まで幅広い年齢層で楽
しく勉強しています。コロナ禍でも楽しめる趣味
です。体験入学いつでもお待ちしております。【と
き】第 2・4 土曜日午後 1時～ 4時【ところ】市
公民館【問い合わせ】℡ 82-1169（河村）
●サイクルイベント「ぐるとち」参加者募集
　サイクリングを楽しみながら、栃木の食・景色・
空気を満喫するサイクルイベントです。初心者から
上級者まで楽しめる全6コース。宇都宮ブリッツェ
ン・ナスブラーゼンがゲストライダーで出演。【と
き】5/22（土）～ 5/23（日）【ところ】那須野が
原公園【主催】ぐるとち実行委員会【申
し込み】ぐるとち公式HPよりエントリー
ください。【問い合わせ】ぐるとち 2021
実行委員会事務局℡ 070-4020-9498 E
メール：info@gurutochi- cycling.com

ぐるとち公式HP
QRコード

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】4月14日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館第 7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

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】4月 15日（木）午前 10時～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター 204 会議室

あおぞらカフェあおぞらカフェ
【とき】4月 26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

子育て学級 メンバー募集子育て学級 メンバー募集
コアラちゃんクラブ
　季節の行事などを通じて、親子のふれあいや
家族同士の交流を深めてみませんか。
【対象】市内在住・勤務の家族  各コース 30組
　①おんぶコース…1～ 3歳児とその保護者
　②さくらコース…3歳～未就学児とその保護者
※ 3歳児はどちらのコースでも可
※定員を超えた場合は抽選となります
【活動日】月 1回（年 10回、主に土曜日の午前中）
【内容】親子でダンス、読み聞かせ、りんご狩り、
調理実習、さつまいも掘り など

【参加料】無料（活動内容によっては実費負担）
【申し込み】4月 21 日（水）までに、下記にて
電話で受付

※家族単位での受付となります。コースの重複、
グループでの申し込みはできません。
問 生涯学習課生涯学習係 ℡ 82-7150

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
　生後 91 日以上の飼い犬は、生涯 1度の登録
と年 1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けら
れています。最寄りの会場で実施してください。
なお、真岡地区は 5月に実施予定です。

＜二宮地区＞＜二宮地区＞
【とき・ところ】4 月 10 日（土）
8:30-8:40 上谷貝公民館 8:30-8:45 上大曽公民館
8:50-9:05 野外活動センター 8:55-9:25 下大曽公民館
9:15-9:30 谷貝新田公民館 9:35-9:45 青田南公民館
9:40-9:50 堀込公民館 9:55-10:25 古山公民館
10:00-10:15大道泉公民館 10:35-10:50上江連公民館
10:25-10:50 長沼会館 11:00-11:15 鷲巣公民館
11:10-11:45 西木戸公園 11:30-11:45 長島公民館
13:10-13:40 石島公民館 13:10-13:45どんとこい広場
13:55-14:10 程島公民館 13:55-14:10大根田公民館
14:20-14:35 境公民館 14:20-14:30阿部品公民館

【とき・ところ】4 月 11 日（日） 
8:30-8:40 上物井公民館 8:30-8:50 横田公民館
8:50-9:05 西物井1公民館 9:00-9:15 大和田公民館
9:15-9:25 東物井公民館 9:25-9:45 沖公民館
9:35-9:45 阿部岡集荷場 9:55-10:05 北鹿公民館
9:55-10:10 三谷公民館 10:15-10:25 西鹿公民館
10:20-10:30水戸部公民館 10:35-10:45桑ノ川公民館
10:40-11:00 高田公民館 10:55-11:05 下原公民館
11:10-11:25 原分公民館 11:15-11:30 物部会館
13:10-13:30二宮保健センター 13:10-13:25旧二宮公民館跡

13:40-13:50 JA二宮支店砂利駐車場 13:35-13:55 二宮コミュニティセンター南側駐車場

【料金】登録料（新規のみ）：3,000 円
　　　 注射代（毎年 1回）：3,300 円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）
※飼い犬が死亡している等の場合は、下記へ
　連絡ください。
問 環境課環境保全係 ℡ 83-8125

す。

障がい者福祉タクシー券障がい者福祉タクシー券
障がい者井頭温泉券障がい者井頭温泉券
4月 2日から受付開始4月 2日から受付開始

【交付場所】社会福祉課障がい福祉係・二宮支所
【申請に必要なもの】各障害者手帳

 障がい者福祉タクシー券障がい者福祉タクシー券
【対象】市内在住で、身障手帳 1･2 級の方、療育
手帳 A･A1･A2 の方および精神保健福祉手帳
１･2級の方

【交付枚数】申請月から月6枚の割合（年72枚まで）

 障がい者井頭温泉券 障がい者井頭温泉券
【対象】市内在住で、身障手帳 1･2 級の方、療育
手帳 A･A1･A2 の方、精神保健福祉手帳１級
の方は本人用と介護者用。身障手帳 3級の方、
療育手帳 B1 の方および精神保健福祉手帳 2
級の方は本人用

※ 70歳以上の方の本人用は、高齢者井頭温泉券
での交付になります。

【交付枚数】申請月から月1枚の割合（年12枚まで）
※来場の際は、マスクの着用等感染症対策をお願
いします。発熱や咳などの症状がある場合は、
来場をお控えください。
問 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129

●川原和代・檜山きみ作品展「刺繍・お花のアレンジ」
【とき】4月 28日（水）まで【ところ】二宮コミュ
ニティセンター 2階 コラボーレもおか【問い合わ
せ】コラボーレもおか℡ 81-5522

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】4月 22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 心配ごと相談室
【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

る家族
来が心配

第 76 回こらぼ茶話第 76 回こらぼ茶話

プリザーブドフラワーで潤いをプリザーブドフラワーで潤いを
　種々の草花を使って、世界に一つだけの花の
ドームを作りましょう。
【とき】4月 28日（水）午前 10時～正午
【ところ】二宮コミュニティセンター202会議室
【対象】市内在住・在勤・通学されている方 先着12人
【講師】フラワーエデュケーションジャパン 檜山 きみ 氏
【持ち物】木工用はさみ、木工用ボンド、ピンセット
【参加費】1,500円
【申し込み】下記にて電話で受付
問 コラボーレもおか ℡ 81-5522（月曜・祝日休）

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
4月のテーマ4月のテーマ「真岡の桜」「真岡の桜」
毎月テーマを決めて開催するフォトコンテス

トです。今回は真岡市観光協会とタイアップし
て開催します。
【参加方法】テーマにあった写真にハッシュタグ
「#mokafan」と「＃真岡の桜」をつけて、
Instagram に投稿してください。
優秀賞の方には、すてきな賞品を
用意しています。
※優秀賞は、Instagram《mokacity_
offi  cial》で発表します。

●電話による相続・遺言無料相談
　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】7
月までの毎月第 2・第 4土曜日（7月のみ第 2・第
5土曜日）10:00 ～ 15:00【相談方法】①下記へ電
話にて予約ください②予約をした相談者へ相談員
が所定の時間に電話をして相談に応じます。（相談
時間は約 30 分）【申し込み・問い合わせ】栃木県
司法書士会℡ 028-614-1122

科学教育センター科学教育センター

団体利用のご案内団体利用のご案内
【内容】プラネタリウム観覧（詳細は要相談） 

★ 通常期間 ★★ 通常期間 ★
【とき】いずれかの期間内をお選びください。
　◎ 5月 17日（月）～　7月 9 日（金）
　◎ 9月 13日（月）～ 12 月 10日（金）
　◎ 1月 17日（月）～   3 月 11 日（金）　
【時間】午前 9時～午後 4時
【申し込み】
◆市内の幼稚園・保育園・小学校・中学校
　4月 5日（月）から、下記にて電話で受付
◆上記以外の団体（学童・市外幼稚園等）
　4月 19日（月）から、下記にて電話で受付

★ 夏休み特別期間 ★★ 夏休み特別期間 ★
【とき】7月 27日（火）～ 30日（金）
【申し込み】4月 26日（月）から、
下記にて電話で受付
問 科学教育センター ℡ 83-6611
　 （平日 8:30 ～ 17:15）


