
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

 5月の集団健診 5月の集団健診
過去 2年間（女性がん検診は昨年度）

に受診した方は申し込み不要です。
※詳細は、4月上旬新聞折り込みにて配布の「特
定健診・がん検診」ガイドブックをご覧ください。

生活習慣病健診生活習慣病健診
【受付時間】午前 8時～ 10時 30分

と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ
 6 日（木）、7日（金）、
10日（月）、14日（金）、
17日（月）

総合福祉保健センター

12日（水）、13日（木）市公民館真岡西分館
19日（水）、20日（木）長沼地域体育館

女性がん検診女性がん検診
【受付時間】午後 1時 30分～ 2時 30分

と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ
10 日（月）、19日（水）総合福祉保健センター
11日（火） 市公民館大内分館

共通事項共通事項
【受付】問診表（検診日の 1週間前ごろ送付）に
記載されている時間を確認し、指定の時間内
に受け付けしてください。
◎市で行う検診（集団、施設、人間ドック）は、
いずれか年度内 1回の受診となります。
◎新型コロナウイルス感染予防対策について、「集
団検診のお知らせ」に同封の書類でお知らせし
ますので、確認ください。また、延期・中止と
なる場合があります。その際は、迅速に対応す
るため、市HPや予約した方への個別連絡等で
お知らせします。
問 健康増進課健康づくり係 83-8122 こどもの読書週間こどもの読書週間

キミも博士ちゃんになろう in図書館キミも博士ちゃんになろう in図書館
～栃木ゆかりの人物クイズに挑戦！～～栃木ゆかりの人物クイズに挑戦！～

　栃木にゆかりのある人物にちなんだクイズに
挑戦して博士ちゃんをめざそう。
【とき】4月 23日（金）～ 5月 9日（日）
【ところ】真岡市立図書館・二宮図書館
【対象】小学生以下の児童・幼児
　真岡市立図書館　先着 50人
　二宮図書館　先着 30人
※定員になり次第受付終了

プログラミング教室プログラミング教室
　レゴマインドストームを使ってプログラミン
グを学びます。
【とき】5月 1日（土）午前 9時～午後 3時
【ところ】真岡市立図書館 2 階会議室
【対象】小学 4年生～ 6年生　先着 10人
【持ち物】昼食（お弁当）
【申し込み】4 月 17 日（土）午前 10 時から、
下記窓口または電話にて受付
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151

第21回全国障害者スポーツ大会第21回全国障害者スポーツ大会
「三重とこわか大会」「三重とこわか大会」

派遣選手募集派遣選手募集
【開催日】10月 21日（木）～ 26日（火）
【開催場所】三重県
【募集内容】陸上競技（身・知）、水泳（身・知）、
フライングディスク（身・知）、アーチェリー（身）、
卓球（身・知・精）{サウンドテーブルテニス（身）
を含む }、ボウリング（知）、ボッチャ（身）

【参加資格者】以下のすべてに該当する方
①令和 3年 4月 1日現在で満 13歳以上の身体・
知的・精神障がい者

②市内在住の方
③原則として、第 16回栃木県障害者スポーツ大
会（令和2年9月中止）に申し込みをした方{卓
球（精）、ボウリングに応募する方を除く }
④合同練習会等の行事（5回）に全日出席できる方
⑤栃木県選手団の一員として集団生活・行動が
行える方

【申し込み】4月 20日（火）から 5月 18日（火）
までに、社会福祉課障がい福祉係（℡ 83-
8129）にて受付。学校・施設等に所属の方は、
所属先にて申し込みください。

※派遣選手として選出された場合は、参加負担
金として 1人あたり 7,000 円を負担していた
だきます。
問 栃木県障害者スポーツ協会 ℡ 028-624-2761
　 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129

久保記念観光文化交流館 美術品展示館久保記念観光文化交流館 美術品展示館
第 28 回企画展 第 28 回企画展 関根 伸夫 展関根 伸夫 展
　関根伸夫（1942~2019）は、日本
の現代美術の大きな動向である「も
の派」を代表する作家です。本展では、
関根の版画作品を中心に、作品の源
となった貴重な素描も紹介します。
【開催期間】6月14日（月）まで
　午前 9時～午後 6時
【休館日】火曜日（5/4は祝日のため開館）、5/6（木）
【入館料】無料
問 久保記念観光文化交流館 ℡ 82-2012

スポーツスポーツ
教室教室 ノルディックウォーキング教室
　ノルディックウォーキングは、2本のポール
（ストック）を使って歩行運動を補助し、エクサ
サイズ効果をアップします。「ウォーキング以上、
ランニング未満」を求めている方、毎日のウォー
キングにマンネリを感じている方、ぜひ、ご参
加ください。
【とき】5/15、5/29、6/12（各土曜日、全３回）
　午前 9時～ 11時
【ところ】井頭公園　※雨天中止
【対象】市内在住または勤務の一般の方 先着20人
【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物、
【参加料】無料
【申し込み】4月 19日（月）から、電話・FAX・
Eメールにて受付（平日8:30～ 17:15）

※手指消毒や検温等、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

●ウエルシア大谷新町店「ウエルカフェ 5月」
　5/6（木）10:00 ～脳トレ＆認知症予防体操、
5/10（月）10:00 ～エンディングノートについ
て、5/15（土）10:00 ～椅子に座ったラジオ体操
【ところ】ウエルシア大谷新町店「ウエルカフェ」
【参加費】無料【申し込み・問い合わせ】℡ 090-
5219-4479（ウエルカフェコミュニティソーシャ
ルワーカー田邊）

◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
4/23（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ℡82-8844

11 日（火）
10:00 ～ 12:00

心配ごと相談
※電話相談可（℡ 82-8844）
受付時間 9:00 ～ 11:30

18、25日（火）
9:00 ～ 12:00

人権相談 虐待・DV・差別
みんなの人権 110番
℡ 0570-003-110

11 日（火）
9:00 ～ 12:00

行政相談 行政への意見･要望 11日（火）9:00～12:00
◆市公民館中村分館

心配ごと相談 11日（火）9:00～12:00
（最終受付 11:30 まで）

人権相談：社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943
行政相談：情報政策課広報広聴係 ℡ 83-8100
そ の 他  ：社会福祉協議会 ℡ 82-8844

料金無料
秘密厳守 ５月の各種相談日

真岡市芸術鑑賞会真岡市芸術鑑賞会
令和 3 年度 会員募集令和 3 年度 会員募集

2,500 円で年間 7本の映画が鑑賞できます2,500 円で年間 7本の映画が鑑賞できます
◆ 会員特典 ◆

①芸術鑑賞会主催の映画会が無料（年 7回予定）
②真岡市民会館自主事業を500円補助（本人のみ）
③映画会や自主事業の日程をはがきや Eメール
　でお知らせ

◆ 入会のご案内 ◆
　文化課（市役所本庁舎 4階）に備え付けの申
込用紙に必要事項を記入し、年会費 2,500 円を
添えて文化課へ提出してください。

◆ 入会規則 ◆
・高校生以上であれば市内外を問わず入会可能
・年会費は 2,500 円
・有効期限は毎年 4月から翌年 3月末日まで
・映画会の上映作品および日程は、フィルム手
　配の都合上未定
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732

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

InstagramフォトコンテストInstagram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。

合同就職面接会合同就職面接会
参加企業募集参加企業募集

　令和 4年 3月新規大学等卒業予定者および一
般求職者を対象として開催される、合同就職面
接会の参加企業を募集します。
【とき】7月 16日（金）　午後 1時 30分～ 4時
【ところ】フォーシーズン静風
【募集企業】15社程度
【対象】市内に事業所と就業地がある企業
　または、真岡地区雇用協会会員企業
【申込期間】5月 10日（月）まで
　参加を希望する企業は、下記へ問い合わせく
　ださい。※申し込み多数の場合は抽選
【共催】ハローワーク真岡、真岡地区雇用協会
問 商工観光課勤労者係 ℡ 83-8134

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会

「天外者「天外者（てんがらもん）（てんがらもん）」」
【とき】4月 24日（土）
　① 14:00 ～ ② 18:30 ～
※各回定員 550人
【ところ】市民“いちご”ホール 
【入場料】入場券当日購入可、全席自由
　大人（高校生以上）1,000 円
　中学生以下（4歳以上）500円 
　令和 3年度真岡市芸術鑑賞会会員無料
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732


