
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）
　午前 9時 30分～ 11時
※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 

みんなのひろば
●ストップ　不法電波
　総務省では、6月 1日から 10日までを「電波利
用環境保護周知啓発強化期間」として、正しい電波
利用の周知・啓発活動および不法無線局の取り締
まりを強化します。電波のルールはみんなで守りま
しょう。【問い合わせ】不法無線局による混信・妨
害 ℡ 03-6238-1939 テレビ・ラジオの受信障がい 
℡ 03-6238-1945

真岡すくすく子育て相談室〔6月〕真岡すくすく子育て相談室〔6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】9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
【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

ん

約

6 月の「子育て相談会」6月の「子育て相談会」
【とき】9日（水）【ところ】総合福祉保健センター
①子育てミニ講座「みんなでむし歯予防！」
【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当日参加可
　③下記にて電話受付（要予約）
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

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。
【とき】6月 17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
話で受付。（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

6月6月のの結婚相談会 
【とき】2日（水）、19日（土）午前 10時～ 11時
【ところ】青年女性会館
【対象】市内にお住まい・お勤めまたは住む意思
のある方で、結婚を希望する独身男女

【持ち物】写真（上半身 2種類、L判 縦 13cm
×横 9cm以内）、本人確認書類（運転免許証等）

【主催】真岡市縁組センター
問 出会い結婚サポートセンター ℡ 83-1234

会 会 
10 時～ 11時

登録者登録者
募集中募集中

身体障身体障がいがい者者のためののための巡回相談巡回相談
　肢体不自由な方の身体障害者手帳の申請（程
度変更も含む）および相談を行います。
【とき】7月 15日（木）午後 2時～ 4時
【ところ】総合福祉保健センター
【申し込み】6月 30 日（水）までに、下記窓口
または電話、FAXにて受付　※相談料無料
問 社会福祉課障がい福祉係
　 ℡ 83-8129 ℻  83-8554

ふれあいフェスティバル中止ふれあいフェスティバル中止
　10 月 24 日（日）子ども発達支援センターひ
まわり園にて開催を予定していた“ふれあいフェ
スティバル”は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止となります。
問 社会福祉協議会 ℡ 82-8844

科学教育科学教育センターセンター
プラネタリウム6月の一般公開プラネタリウム6月の一般公開
【とき】6/5、6/12（各土曜日）
　①午前 11時 ②午後 1時 30分
※途中入場不可、投影開始 10分前
　までに受付を済ませてください。
【内容】当日の星座解説、
　番組「ヤドカリくん、ほしをみに」
　（投影時間 約 50分）
【観覧料】高校生以上200円、4歳～中学生100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
※定員になり次第、観覧券の販売は終了します。
※事前予約可（各回 10人程度）観覧希望日の週
の月曜日から金曜日に下記にて電話で受付
◆ 6/26 は、県民の日協賛事業無料公開◆
　番組「odyssey オデッセイ～果てしなく美
しい宇宙～」を投影します。詳しくは、本紙 
6/11 号をご覧ください。
問 科学教育センター ℡ 83-6611

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フォトコンテスト最終回Instagramフォトコンテスト最終回
6月のテーマ6月のテーマ「あなたの真岡」「あなたの真岡」
　テーマにあった写真にハッシュ
タグ「#mokafan」と「#あなたの
真岡」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。
【応募締切】6月 30日（水）

音訳ボランティア養成講習会音訳ボランティア養成講習会
【とき】7月 1日～ 10月 21日までの毎週木曜日
　午前 10 時～正午　（計 15 回）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内で音訳ボランティアを通じた、視覚
障がい者のための活動を望む方　先着 4人

【申し込み】6月 16日（水）までに、下記窓口
　または電話にて受付　【受講料】無料
問 社会福祉協議会 ℡ 82-8844

モオカの休日6月モオカの休日6月のの開催開催
と　き 内　容（主催） 参加料

3日（木）、17日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

10日（木）、24日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

【ところ】観光まちづくりセンター

問 真岡市観光協会 ℡ 82-2012（火曜日休館）

市民市民
講座講座

プロが教える
健康マージャン教室

　講師（麻雀プロ）が基本のルールから指導します。
【とき】6/25、7/2、7/9、7/30、8/6、8/27、
9/3（各金曜日、全 7回）午後 2時～ 4時

【ところ】市立図書館２階会議室
【対象】市内在住または在勤の成人の方
　初心者 12人、中級者 8人（定員超抽選）
【持ち物】筆記用具　【受講料】無料
【申し込み】6月 2日（水）までに、
　下記にて電話で受付
問 生涯学習課生涯学習係 ℡ 82-7150

抽選
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あなたの体力年齢、測定してみませんか？あなたの体力年齢、測定してみませんか？

健 康 体 力 測 定健 康 体 力 測 定
【とき】6月 21日（月）
　①午前10時～②午後3時～③午後6時30分～
【ところ】総合体育館
【対象】市内在住または勤務の20～ 79歳の男女
【内容】握力、反復横とび、6分間歩行、ほか
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、
　タオル、飲み物　【参加料】無料
【申し込み】下記にて電話（平日 8:30 ～ 17:15）・
FAX・Eメールで受付
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

まちなか保健室まちなか保健室〔6月〕〔6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）

＜いきいき脳トレ教室＞
【とき】2日（水）、16日（水）（16日は教室のみ）
　〔教室〕9:20 ～ 9:50〔相談〕10:00 ～ 10:30
※教室は外で行うため、雨天時は中止となります。
【定員】〔教室〕20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】13日（日）10:00 ～ 12:00
【定員】2人
＜健康講話＞
熱中症を予防しよう！
【とき】23日（水）13:30～ 14:30
【定員】5人

まちなか保健室　まちなか保健室　田町館田町館
休館休館

　まちなか保健室田町館は、当面の間休館します。
※6月は、おくちの健康相談のみ開催
＜おくちの健康相談＞
歯科衛生士による個別相談
【とき】9日（水）13:30～ 14:30
【定員】3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、まちなか保健室にて
電話で受付。栄養相談・健康講話・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


