
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

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

  真岡市シルバー人材センター  真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会
　入会の説明・理事との面接をします。
【とき】4月 22日（木）午後 2時から
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【仕事内容】除草、植木剪定、屋内外清掃、施設
　受付業務、家事援助、ふすま・障子張り等
※事前受付後、入会書類をお渡ししますので、　
4 月 21日（水）までに下記へお越しください。
問 〒 321-4305 真岡市荒町 111-1
　 シルバー人材センター ℡ 84-1110

真岡市高校生等海外留学真岡市高校生等海外留学
支援事業補助金制度支援事業補助金制度

　グローバルな人材の育成をめざし、意欲ある
高校生を応援します。
【対象】市内に住所を有し、学校長の承認を得た
９日以上の海外留学プログラム
に参加する高校生等

【対象となる留学】
◎時期：４月１日～令和 4年 3月 31日までに
　　　　出発する留学
◎期間：①短期コース：9日間以上１カ月未満
　　　　②長期コース：１カ月以上
◎内容：海外の姉妹校等との交流、語学研修ま
　　　　たは農業・工業・商業・スポーツ・芸術・
　　　　科学等の分野で、国際的な視野を広め
　　　　るなど研さんを積むことを目的として
　　　　いるもの
【交付金額】①短期コース：３万円　
　　　　 　②長期コース：６万円
【申し込み】「真岡市高校生等海外留学
支援事業補助金交付申請書」を下記
窓口へ提出（申請書は、市ＨＰから
ダウンロードできます）
問 生涯学習課青少年係 ℡ 82-7152
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スポーツスポーツ
教室教室

筋力トレーニング教室
（女性）

　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力ト
レーニング方法を学びます。
【とき】初級：5/10、中級：5/24
　（各月曜日）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館
【対象】市内在住または勤務の一般女性 先着10人
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、 
　タオル、 飲み物 

共通事項共通事項
【申し込み】4月 12日（月）から、電話・FAX・
Eメールにて受付（平日8:30～ 17:15）

【参加料】無料
※参加の際は、マスク着用や手指消毒、検温な
どの感染症対策の徹底をお願いします。
問 スポーツ振興課 ℡ 84-2811 FAX84-6258　
　 E メール : sports@city.moka.lg.jp
※FAX・Eメールは氏名・住所・電話番号・年齢を明記

スポーツスポーツ
教室教室

栃木 SCから学ぶ
親子フットサル教室

　栃木 SC所属プロのコーチからフットサルの
基礎を親子で一緒に楽しく学びます。
【とき】5月 8日（土）午後 2時～ 3時 30分
【ところ】総合運動公園 陸上競技場・サッカー場
【対象】市内小学生とその保護者 先着20組40人
【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物

スポーツスポーツ
教室教室 親子で卓球教室
　卓球は、手軽に楽しめるスポーツです。
みんなで楽しく学びましょう。
【とき】5/8、5/22、5/29、6/5、6/12
　（各土曜日、全 5回）午前 10時～正午
【ところ】武道体育館 2階
【対象】市内小学生とその保護者 先着15組30人
【持ち物等】運動できる服装、ラケット、体育館
　シューズ、 タオル、 飲み物 

2
午

キラリ！充実 仲間づくりキラリ！充実 仲間づくり
令和 3年度 令和 3年度 女性学級生募集女性学級生募集
　料理教室や教養講話など、各地区
オリジナルの内容で、学級生が学習
計画を作成し運営します。
【対象】市内在住の女性  各地区先着 50人
【申し込み】4月 9日（金）から電話で受付
学級名学級名 申し込み・問い合わせ先申し込み・問い合わせ先
真岡地区 生涯学習課生涯学習係 82-7150

真岡西地区 真岡西分館 84-6781

山前地区 山前分館 82-2802

大内地区 大内分館 82-2704 

中村地区 中村分館 82-2902

二宮地区 二宮分館 74-0107
◆生涯学習課…土曜・日曜・祝日休
◆各分館 …日曜・月曜・祝日休
問 生涯学習課生涯学習係 ℡ 82-7150

真岡ジュニアリーダースクラブ真岡ジュニアリーダースクラブ
（JLC）（JLC）メンバー募集メンバー募集

　高校生によるボランティア団体です。保育所
訪問、各研修会、社会科見学など自主的に企画・
運営をしています。その他、キャンプや子ども
まつり、井頭マラソン等に参加協力しています。
　高校生活を充実させる活動をしてみませんか。
【対象】高校生ならどなたでも
　（市内外を問いません）
【活動内容】定例会、リーダー
キャンプ、クリスマスイベン
ト、交流研修会など

【申し込み】下記窓口または電話、FAX、Eメー
ルにて受付
問 生涯学習課青少年係 ℡82-7152 FAX83-4070
　 E メール :gakusyuu@city.moka.lg.jp

真岡市立二宮図書館真岡市立二宮図書館
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た絵本などを図書館
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。
【ところ】真岡市立二宮図書館 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 真岡市立二宮図書館 ℡ 74-0286

●福祉サービスに関する苦情やご相談
　栃木県運営適正化委員会は、福祉サービスに関
する利用者や家族等からの苦情や相談の適切な解
決を図るため、助言・相談・調査・あっせん・知
事への通知等を行います。相談は電話や来所の他、
文書やメールでも受け付けています。秘密は厳守
します。来所の際は事前にお電話ください。【相談
時間】月曜日～金曜日、午前 9時～午後 4時（祝日・
年末年始は除く）【相談料】無料【問い合わせ】栃
木県運営適正化委員会（宇都宮市若草 1-10-6 と
ちぎ福祉プラザ内）℡ 028-622-2941 FAX028-
622-2316 E メール :asu.sw@dream.ocn.ne.jp

一般介護予防事業一般介護予防事業

いきいき運動教室いきいき運動教室
総合コース総合コース

　ストレッチや器具を利用した筋力トレーニン
グ、専門職による口腔・栄養・認知症予防講話
を行います。
【とき】 5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、6/16、
6/23、6/30（毎週水曜日、全 8回）
　午前 9時 30分～ 11時
【ところ】デイサービス未来（真岡工業高校前）
　希望者には送迎あり（送迎範囲は要相談）
【対象】65歳以上の市民の方で、お口をはじめ、
体の動きを改善したい方　5人

※介護保険サービスを利用していない方
【申し込み】4月 12日（月）から、
下記にて電話で受付

体操コース体操コース
　ストレッチや器具を利用した筋力トレーニン
グ、体力測定を行います。（専門職による講話は
ありません）
【とき】 5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、6/16、
6/23、6/30（毎週水曜日、全 8回）
　午後 2時～ 3時 30分
【ところ】デイサービス未来（真岡工業高校前）
　希望者には送迎あり（送迎範囲は要相談）
【対象】65 歳以上の市民の方で、体の動きを改
善したい方　5人

※介護保険サービスを利用していない方
【申し込み】4月 12 日（月）から、下記にて電
話で受付
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


