
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/

みんなのひろば

市民市民
講座講座 整形外科ヨガ（健康ヨガ）
　健康的な身体で過ごすための必要な筋肉を鍛え
たりストレッチする簡単なヨガです。肩こりや腰
痛など慢性的な痛みにお悩みの方にお勧めです。
【とき】7/3、7/10、7/17、8/7、8/28
　（各土曜日、全 5回）午前 10時～ 11時
【ところ】市公民館真岡西分館　第 1会議室
【対象】市内在住または勤務の方15人（定員超抽選）
【持ち物等】運動できる服装、ヨガマット（バスタ
オルでも可）、タオル、飲み物　【受講料】無料

【申し込み】6月5日（土）～18日（金）に下記
窓口・電話（8:30～ 17:15）・FAXにて受付
問 市公民館真岡西分館 ℡84-6781 FAX84-6936
　 （日曜・月曜・祝日休）

  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】6月 10日（木）午後 2時から
【ところ】シルバー人材センター 西会議室
【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、　
6 月 9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

市民“いちご”ホール自主事業市民“いちご”ホール自主事業
ワンコインワンコインででピアノピアノを弾いてみようを弾いてみよう!!
　市民“いちご”ホール大ホール
のピアノをワンコインで 20分間
自由に演奏できます。
【とき】6月 27日（日）
　午前10時～午後5時/1枠20分（1組1枠限り）
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴）先着15組
【申し込み】6月 11 日（金）午前 9時から、下
記にて電話で受付　【参加料】500円

※レッスン、録音・録画、不特定多数への公開（チ
ラシを作成し集客するなど）目的での利用は不可
問 市民“いちご”ホール ℡ 83-7731
　 つながりにくい場合は℡ 82-7151

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】6月 17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】6月 28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

6 月に 70 歳を迎える方へ6 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
　6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 6月 30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。6月に申請された方への温
泉券の交付枚数は、10枚（10カ月分）です。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

祉係

市民市民
講座講座 一

いっかん

閑張りかごバッグ教室
　世界に一つのかごバッグを作りましょう。　
【とき】7/3、7/10、7/17、7/24、7/31
　（毎週土曜日、全 5回）午前 9時～正午
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方 先着 18人
【持ち物等】エプロン、おしぼり（2枚）、飲み物
【受講料】1作品 7,000 円（材料代）
【申し込み】6月 7日（月）～17日
（木）に下記窓口または電話にて
受付（8:30～ 17:15）
問 市公民館二宮分館 ℡ 74-0107（日・祝日休）

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
　ストレッチや筋力トレーニングを行います。
【とき】 7/5、7/12、7/19、7/26、8/2、8/9、
　8/23、8/30（各月曜日、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 歳以上の市民で、日頃の生活の中で
　足腰の痛みがある方　先着 10人
【申し込み】下記へ電話で予約後、6月 7日（月）
　から窓口にて受付
※介護保険サービスを利用していない方が対象で
す。未経験の方が優先となります。
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

●自動車税の納税は忘れていませんか？
　自動車税の納期限（5月 31日）が過ぎましたが、
納付はお済みですか？お済みでない方は、すみや
かに納付を願いします。督促状発送後、未納のま
までいると滞納処分（財産差押・捜索・タイヤロッ
ク）の対象となります。【問い合わせ】真岡県税事
務所収税課 ℡ 82-2135
●さん・ちゃんクラブ作品展示「素敵なクラフト」
【とき】6月 29日（火）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
●令和３年度介護支援専門員実務研修受講試験
【試験日時】10月 10日（日）午前 10時から正午
【試験会場】第 1会場：宇都宮大学 /第 2会場：と
ちぎ健康の森【申し込み】試験案内（申込書）を
下記窓口で受け取り、6月 30日（水）までに同封
の封筒で簡易書留にて送付（当日消印有効）【試験
案内配布場所】市役所いきいき高齢課介護認定係、
栃木県庁（保健福祉部高齢対策課）、各健康福祉セ
ンター、とちぎ福祉プラザ、栃木県シルバー大学
校各校、とちぎ健康の森 総合受付（土曜、日曜、
祝日も配布）【受験料】13,800 円【問い合わせ】（栃
木県知事指定試験実施機関）〒 320-8503 宇都宮
市駒生町 3337 番地 1とちぎ健康の森 2階 社会福
祉法人とちぎ健康福祉協会生きがい健康部生きが
いづくり課℡ 028-650-5587

市民市民
講座講座
プロに学ぶ和菓子作り

～季節の練り切り～
季節の和菓子づくりを学びます。

【とき】7/12（月）
　①午前の部（午前 10時～ 11時 30分）
　②午後の部（午後 2時～ 3時 30分）
【ところ】市公民館調理室
【対象】市内在住または勤務の方 各回 12人
　（定員超抽選）
【持ち物等】エプロン、三角巾、
手拭き用タオル、筆記用具

【受講料】2,500 円（材料代）
【申し込み】6月 16 日（水）までに、下記にて
電話で受付（8:30 ～ 17:15）　
問 生涯学習課生涯学習係 ℡ 82-7150

　　　真岡市立図書館　　　真岡市立図書館
 　みんなの自由研究 　みんなの自由研究
　この分野は詳しいというスペシャリ
ストさん、みんなに知らせたい素敵な
世界を図書館で発表してみませんか？
　研究した内容を専用用紙にまとめていただき、
図書館で展示します。作品は、展示後返却します。
【対象】年齢制限なし　先着 8人
【申し込み】8月 1日（日）までに、下記窓口に
て受付、専用用紙をお渡しします。
※必ず作品の参考文献となる図書館の資料を 1
冊以上明記すること

【展示期間】8月 3日（火）～ 8月 29日（日）
　真岡市立図書館 1階市民ギャラリーにて展示
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151

雨水管布設工事雨水管布設工事をを実施実施
　下記の区間で工事を実施します。日中は
一部通行止めとなり迂回等でご迷惑をおか
けしますが、ご協力をお願いします。

問 下水道課工務係 ℡ 83-8161

【工事期間】【工事期間】
　6月中旬～令和 4年 1月末（予定）　6月中旬～令和 4年 1月末（予定）
【通行止め期間】【通行止め期間】
　6月 14 日～ 9月末（予定）　6月 14 日～ 9月末（予定）

ウエルシア

工事区間
通行止め区間

オートバックス

真岡工業
高校

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《6月》サロン《6月》
　日程等が変更になる場合がありますので、参加
の際は、市HPや問い合わせ先にて確認ください。
子育て支援センター・地域サロン開設日子育て支援センター・地域サロン開設日
と　こ　ろ 開設日・時間

第一子育て
支援センター

月～日（祝日除く）
9:00～11:30、12:30～16:15

第二子育て
支援センター

月～金（祝日除く）
9:00～11:30、12:30～16:15

二宮地域サロン
（二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

9・16・23・30日（水）
9:00 ～ 11:45

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（16日、祝日除く）
9:00～12:00、13:00～15:00

第一子育て支援センターの行事予定第一子育て支援センターの行事予定
10日（木）10:45～※予約制あつまったらリトミック
17日（木）10:45～※予約制親子で楽しくふれあい遊び
18日（金）10:45～※予約制 オピママと遊ぼう
30日（水）10:45～※予約制 こっこ　お誕生会

問 第一子育て支援センター ℡ 84-1545

第二子育て支援センターの行事予定第二子育て支援センターの行事予定
8日（火）10:00～※予約制子育て健康相談

問 第二子育て支援センター ℡ 84-4100

にのみや保育園子育て支援センターの行事予定にのみや保育園子育て支援センターの行事予定
4・11・18・25日（金）11:00～ 体育遊び
17日（木） 11:00～ リズム遊び

問 にのみや保育園子育て支援センター ℡73-2200

中は
おか


