
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/

赤ちゃん教室赤ちゃん教室
【とき】5月13日（木）午前10時～11時15分
　（アンケート記入のため10分前までにお越しください）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】令和 3年 1月・2月生まれの
　乳児と保護者 先着 15組
【内容】講話「赤ちゃんとの日常生活・
　産後ママの体のケア」、ベビーマッサージ他
【申し込み】4月 23 日（木）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

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
転倒予防編転倒予防編

　転倒予防のためのストレッチや筋力トレーニ
ングを行います。
【とき】 5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14、
　6/21、6/28（毎週月曜日、全8回）
　午前9時～10時 
【ところ】真岡井頭温泉　※送迎なし
【対象】65 歳以上の市民の方で、日頃の生活の
中で足腰の痛みがある方（今年度いきいき運
動教室に参加していない方が優先）　10人
※介護保険サービスを利用していない方
【申し込み】4月 26日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

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】5月12日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】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〔5月〕真岡すくすく子育て相談室〔5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】12日（水）【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】母子健康手帳

    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

　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
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

談

5 月の「子育て相談会」5月の「子育て相談会」
【とき】12日（水）【ところ】総合福祉保健センター
①子育てミニ講座「保育士さんから学ぶ叱らない育児」
【時間】午前 10時 15分～ 10時 30分　
②身長・体重測定 ③育児相談・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は予約
　が必要です。下記にて電話で申し込みください。
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

認知症予防ボランティア認知症予防ボランティア
養成講座養成講座

　認知症予防の脳トレや運動を学び、認知症予
防ボランティアとして、地域で活動しませんか。
【とき】6/1、6/8、6/15、6/22、6/29、7/6、
7/13、7/20（毎週火曜日、全 8回）
　養成講座終了後に、実地研修があります。
【ところ】市公民館 第 3・4会議室
【対象】市内在住で、地域ボランティアとして教
室を運営したい方　【受講料】無料

【申し込み】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 

まちなか保健室まちなか保健室〔5月〕〔5月〕
まちなか保健室　駅前館まちなか保健室　駅前館

℡ 080-9990-3998（9:00 ～ 16:00）
＜栄養相談＞
栄養士（栃木県栄養士会県東支部）による個別相談
【とき】9日（日）10:00 ～ 12:00【定員】2人
＜いきいき脳トレ教室＞
【とき】19日（水）〔教室〕9:20 ～ 9:50
【定員】〔教室〕20人【講師】オレンジサポーター
＜おくちの健康相談＞
歯科衛生士による個別相談
【とき】26日（水）13:30～ 14:30【定員】3人

まちなか保健室　まちなか保健室　田町館田町館
℡ 080-8096-9918（9:00 ～ 16:00）

＜いきいき脳トレ教室＞
【とき】12日（水）
　〔教室〕9:20 ～ 9:50〔相談〕10:00 ～ 10:30
【定員】〔教室〕5人〔相談〕2人
【講師】オレンジサポーター
＜栄養相談＞
栄養士（栃木県栄養士会県東支部）による個別相談
【とき】23日（日）10:00 ～ 12:00【定員】2人

共　通　事　項共　通　事　項
【対象】市内在住の方
【申し込み】教室や相談は、事前予約制です。
　いきいき脳トレ教室は、各まちなか保健室に
て電話で受付。栄養相談・おくちの健康相談は、
下記にて電話で受付。
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

栃木SCホームゲーム「真岡市民デー」観戦者募集！栃木SCホームゲーム「真岡市民デー」観戦者募集！
真岡市民に限り無料で観戦（バックＢ席指定）できます。バスツアーもあります。
【とき】6月 6日（日）午後 2時キックオフ（対 京都サンガ F.C.）
【ところ】カンセキスタジアムとちぎ（栃木県総合運動公園内）
【対象】市内在住の方 先着 600 人（中学生以下は保護者同伴）
【申込期間】4月 23日（金）～ 6月 4日（金）
　バスツアー希望の方は、5月 21（金）正午まで
【申込方法】次の①～③の事項をそろえて、
　下記窓口または電話にて受付（平日8:30～ 17:15）
①観戦希望者の氏名・郵便番号・住所・年齢（小中学生は学校名と学年）
②必ず連絡の取れる電話番号 ③バスツアー参加の有無
※チケットは試合当日、スタジアム入場ゲート外にある「真岡市民デー受付」にてお渡しします。
【その他】新型コロナウイルスの感染状況により、募集人数の縮小やバスツアー中止となる場合があります。
問 栃木ＳＣ支援真岡市実行委員会（総合体育館内スポーツ振興課）℡ 84-2811

真岡市民デー
バッグＢ席指定

スポーツスポーツ
教室教室 こども投てき競技体験教室
　投げ方の基礎からゲームまで楽しく学びます。
【とき】5/23（日）午前10時～正午
【ところ】総合運動公園 陸上競技場 ※雨天中止
【対象】市内小学生 先着 30人

スポーツスポーツ
教室教室 第1回初めてのこども体操教室

【とき】5/22、5/29、6/5、6/12、6/19
　（毎週土曜日、全 5回）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内小学生 先着 30人

スポーツスポーツ
教室教室 こどもバドミントン教室

【とき】5/22、5/29、6/5、6/12、6/19
　（毎週土曜日、全 5回）午後 2時～ 4時
【ところ】総合体育館
【対象】市内の小学 4年生～ 6年生 先着 40人 

スポーツスポーツ
教室教室 第1回こども短距離走教室
速く走るコツを楽しく学びましょう。

【とき】5/23（日）午後 2時～ 4時
【ところ】総合運動公園 陸上競技場 ※雨天中止
【対象】市内小学生 先着 20人

子育て支援事業子育て支援事業
子どもフェスティバル子どもフェスティバル

　手遊び、エプロンシアター、 親子
たいそうなどを行います。
【とき】５月 28日（金）
　午前 10時 30分～ 11時 30分
【ところ】第一子育て支援センター　※雨天決行
【対象】就学前の親子 20 組　※定員超抽選
【申し込み】4月 26日（月）～ 5月 14日（金）に、
　下記にて受付
問 第一子育て支援センター ℡ 84-1545

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
ユニクロダウンウエア リサイクルユニクロダウンウエア リサイクル事業事業
　不用になったユニクロ製のダウン商品をシル
バー人材センターへお持ちください。
リサイクルし、次の商品へと生かします。
【回収期間】4月 30日（金）まで
※詳しくはHPをご確認ください
問 シルバー人材センター ℡ 84-1110 ユニクロＨＰＱＲコード

スポーツスポーツ
教室教室 フライングディスク教室
　教室では、簡単なゲームを行いながらフライ
ングディスクの魅力を伝えていきます。
【とき】5/23、5/30（各日曜日）午前10時～正午
【ところ】総合運動公園 多目的広場  ※雨天中止
【対象】市内小学生以上の方どなたでも 先着 20人

共通事項共通事項
【持ち物等】運動できる服装、 タオル、 飲み物、
　総合体育館利用の方は体育館シューズ、
　バドミントンの方はラケット　【参加料】無料
【申し込み】4月 26日（月）から、電話（平日8:30
　～ 17:15）・FAX・Eメールにて受付
※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

オンラインオンラインマタニティセミナーマタニティセミナー
【とき】5月26日（水）午前10時～10時40分
【対象】市内在住の夫婦　先着 8組
　（おおむね妊娠 28週以降 ）
【申し込み】4月23日（水）から、マタニティ
セミナー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

マタニティ
セミナー
QRコード


