
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、検温・手指消毒・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/

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】5月 20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】5月 24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

女性の地域活動推進セミナー女性の地域活動推進セミナー
（女性教育指導者研修）（女性教育指導者研修）受講者募集受講者募集
  あなたの力を地域の活動支援に生かしてみませんか。
【とき】7/9（金）、8/26（木）、9/10（金）、
10/13（水）、11/12（金）、12/13（月）、
1/12（水）　他　

【ところ】栃木県総合教育センター　他
【対象】女性団体の指導的立場にある方、学習団
体等のリーダーとしての資質向上を目指す方

【定員】4人程度　【受講料】無料
共　通　事　項共　通　事　項

【申し込み】下記窓口にある申込用紙に必要事項
を記入し、5月 31日（月）までに受付
問 市民協働推進室 ℡ 83-8141

とちぎウーマン応援塾とちぎウーマン応援塾
~女性の声で地域を変えよう~~女性の声で地域を変えよう~受講者募集受講者募集
　女性リーダーとして情報やスキルを身につけ、
参加者同士のネットワークを広げましょう。
【とき】 7/10（土）、8/21（土）、9/10（金）、
9/11（土）、10/9（土）、10/30（土）、11/13（土）

【ところ】とちぎ男女共同参画センター（パルティ内）
【対象】地域・社会活動に参画する意欲のある女性
【定員】2人程度　【受講料】無料

スポーツスポーツ
教室教室 こども弓道教室

【とき】6/12（土）、6/13（日）（全 2回）
　午前 9時～正午
【ところ】総合運動公園内弓道場
【対象】市内小中学生 先着 25人
【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物
【申し込み】5月17日（月）から、電話（平日8:30～
　17:15）・FAX・Eメールにて受付　【参加料】無料
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

オンライン赤ちゃん教室オンライン赤ちゃん教室
　ZOOMアプリを利用したオンラインの教室です。
【とき】6月10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】5月 14 日（金）から、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

5 月に 70 歳を迎える方へ5 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します
　5月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉
券を受け取っていない方に、温泉券を交付します。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 26年 5月 31日以前に生まれた方）　
【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または二宮支所
【持ち物】本人確認書類
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）
　に 1回のみです。5月に申請された方への温
泉券の交付枚数は、11枚（11カ月分）です。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

祉係

銃器銃器でで有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をを実施実施
　農作物被害の防止のため、カルガモ・カラス
の駆除を次のとおり実施します。
【期間】5月 17日（月）～ 23日（日） 7 日間
【対象区域】市内全域（住宅地等を除く）
【実施主体】ＪＡはが野
問 JAはが野真岡地区営農センター ℡ 83-8700
　JAはが野二宮地区営農センター ℡ 74-4115
　農政課農政係 ℡ 83-8137

みんなのひろば

 6 月の集団健診 6 月の集団健診
過去 2年間（女性がん検診は昨年度）に、
1回以上受診した方は申し込み不要です。
※詳細は、4月上旬配布の「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
 1 日（火）、4 日（金）、
14日（月）、18日（金）、
20日（日）

総合福祉保健センター

15日（火）、16日（水）市公民館山前分館
25日（金）、26日（土）二宮コミュニティセンター
29日（火）、30日（水）市公民館大内分館

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
3 日（木） 長沼地域体育館
9日（水） 物部会館

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）を
確認し、指定の時間内に受付
◎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 市HP

QRコード

、

●竹はり画作品展
【テーマ】至福の一時 作品を見て（あっー）良いねー
と思って貰いたい【とき】6月 2日（水）まで【と
ころ】本庁舎１階市民ロビー【問い合わせ】竹真会
℡ 090-7731-0761（菅谷）

5/235/23（日）（日）春季市内一斉清掃春季市内一斉清掃
　公共の場所（道路・河川・公園など）の清掃
をお願いします。集めたごみ等は、午前 9時ま
でに各地域指定の集積場所に出してください。
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）②缶・ビ
ン ③せん定枝・落ち葉・草 ④その他　の４種類

◎燃えるごみ、缶・ビンは、必ず透明または半透明
の袋に入れて出してください

◎真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティア袋
（ピンク）は使用しないでください
◎「落ち葉・草」を回収したら、燃えるごみ等を混
ぜないで袋に入れてください

◎「せん定枝」は、束ねて縛って出してください
※雨天の場合は、5/30（日）に延期します。
　（延期の連絡は、午前 7時に防災無線で通知）
問 環境課ごみ減量係 ℡ 83-8126

●自動車税の納期限は 5月 31日（月）です
　お近くの金融機関（ゆうちょ銀行含む）、コンビ
ニエンスストア、クレジットカード（Yahoo! 公金
支払い〈別途手数料必要〉）、スマートフォン決済ア
プリ（PayPay・LINEPay）、ペイジー（ネットバ
ンキング・ATM）で納付ができます。納期限まで
に忘れず納付しましょう。身体障害者手帳・戦傷病
者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持
ちの方のために使用される自動車は、障害の程度な
ど減免の要件に該当する場合、減免制度があります。
【問い合わせ】栃木県真岡県税事務所 ℡ 82-2135

全国瞬時警報システム（Jアラート）全国瞬時警報システム（Jアラート）
全国一斉情報伝達試験全国一斉情報伝達試験
　地震や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝
達試験を行います。この試験は、全国瞬時警報
システム（Ｊアラート）を用いた試験です。
【とき】5月 19日（水）午前 11時頃
※災害の発生状況や気象状況等によっては、試
験放送を中止する場合があります。

【内容】防災行政無線および防災ラジオから、次
　のように放送されます。
上りチャイム音
 「これは、Jアラートのテストです」× 3
 「こちらは、防災真岡」
下りチャイム音
問 くらし安全課危機管理係 ℡ 83-8396

●「もおかエコの会」活動紹介展
【とき】5月 30日（日）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

第17回第17回栃木県障害者スポーツ大会栃木県障害者スポーツ大会
参加選手募集参加選手募集

【開催日】9月 26日（日）
【開催場所】栃木市総合運動公園ほか

募
集
内
容

陸上競技（身・知）、卓球（身・知・精）｛サウ
ンドテーブルテニス（身）を含む｝、アーチェリー
（身）、フライングディスク（身・知）、水泳（身・
知）、グランドソフトボール（身）、ソフトボール
（知）、車いすバスケットボール（身）、ボッチャ（身）

【参加資格者】以下の①②を満たす方
　①令和 3年 4月 1日現在で満 12 歳以上の身
体・知的・精神障がい者②市内在住の方、ま
たは県内に所在する学校や施設等に通学、入
所、通所している方

【申し込み】6月3日（木）までに、下記にて受付
※学校・施設等に所属の方は、所属先にて申し
込みください。
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

舗装復旧工事舗装復旧工事のの実施実施
　下記の区間で舗装復旧工事を実施します。日
中は通行止めとなりますので、迂回（うかい）
等にご協力をお願いします。

問 下水道課工務係 ℡ 83-8161

真岡市役所
新庁舎

工事個所

【工事期間】
5月 26日（水）
　～29日（土）

農作業農作業でで道路道路をを汚さないよう注意
　トラクター等での農作業後に田や畑
から公道に出る際には、必ず泥を落と
してから走行してください。
　道路に落ちた泥は、通行者の妨げになる場合
もありますので、やむを得ず道路が汚れてしまっ
た場合は、速やかに清掃をお願いします。
問 農政課農政係 ℡ 83-8137

にななる場合


