
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

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】7月14日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館二宮分館　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

マタニティセミナーマタニティセミナー
　赤ちゃん人形を使っての沐

も く よ く

浴体験、抱っこの
仕方、妊婦擬似体験などを行います。
【とき】7月3日（土）午前9時30分～11時30分
　（開始時間の 5分前までに受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住で妊娠中の夫婦　先着 15組
　（おおむね 28週以降、胎児が双子の
　場合は妊娠 24週以降で参加可）
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】6月 18日（金）午前 9時

から電話受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

真岡すくすく子育て相談室〔7月〕真岡すくすく子育て相談室〔7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】14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

7 月の「子育て相談会」7月の「子育て相談会」
【とき】14日（水）【ところ】総合福祉保健センター
①子育てミニ講座「こどもとおとなの栄養」

【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

7 月7月のの結婚相談会
　結婚相談員が、あなたの出会いをサポートしま
す。「そろそろ結婚したいな…」「結婚したいけど出
会いが少ない」という方は、気軽にご相談ください。
7 日（水）午前 10時

～ 11時
二宮コミュニティセンター

17日（土） 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】上半身と全身の写真（L判縦 13㎝×

横 9㎝）、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

会会会
をサポートトトトトトトトトしまま
婚した

登録者登録者
募集中募集中

問 文化課文化財係 ℡ 83-7735

体調がすぐれない方や感染が不安な方
は、開催日の翌週土曜日から真岡市公式
YouTube において、講演を視聴できます
ので、ぜひ利用ください。

第 2 回歴史教室第 2 回歴史教室
明治 1 2 年のコレラ流行明治 12 年のコレラ流行
～真岡地域を中心に～～真岡地域を中心に～

※中止・延期等、変更になる場合があります。
  参加の際は、市HPで最新情報を確認ください。
【とき】6月 19日（土）午前10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【講師】元二宮町史編さん委員 大嶽 浩良 氏

＜第 3 回歴史教室＞
【とき】7月17日（土）※時間、会場は上記と同様
【演題】真岡市と宇都宮空襲

真岡市公式
YouTube

歴史教室
HP

参加料参加料
無料無料

●ウエルシア大谷新町店「ウエルカフェ 7月」
　脳トレ＆認知症予防体操を行います。【とき】
7/1、7/8（木）10:00 ～ 10:40【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（田邊）
●第 38回サン写真展
　所属会員の力作を展示します。【期間】6月 18
日（金）～ 20 日（日）9:00 ～ 17:00（18 日は
16:00 まで）【ところ】久保講堂【主催】写真愛好
会サン【後援】真岡市教育委員会、真岡市文化協会、
朝日新聞宇都宮総局 【問い合わせ】写真愛好会サン
℡ 82-3817（矢橋）

道路上道路上にに張張りり出出しているしている
樹木樹木のの管理管理ををお願いお願いしますします
　道路上に樹木が張り出していると、歩行者や車
の通行に支障が出るほか、標識やカーブミラーが
見えにくくなるなど、交通事故の原因となります。
　私有地に生えている樹木は、土地所有者の管理
物です。道路上に張り出した樹木が原因で、通行
人が怪我したり、車両が損傷したりすると、土地
所有者が賠償責任を問われる場合があります。
　通行者の安全と事故防止のため、自己所有地
を確認の上、所有者の責任において、剪定・伐
採など、適切に管理しましょう。

境界を越えた部分は、
剪定・伐採などを
行いましょう。

境界

私 有 地私 有 地 道　路道　路

道路の側溝清掃に道路の側溝清掃に
ご協力くださいご協力ください

　快適な生活環境を保つ
ため、地域の道路側溝の
清掃は、各自治会や市民
の皆さまにお願いし、ご
協力をいただいています。
　市内の道路側溝が土砂などで詰まると、降雨の
とき、道路上に側溝の雨水があふれたり、皆さま
の土地に雨水が流れ込んだりしてしまいます。
　市では、地域での道路側溝清掃の際に、蓋（ふ
た）上げ機やバール等の無料貸し出しを実施し
ていますので、ぜひご利用いただき、住みよい
まちづくりにご協力をお願いします。
問 建設課維持係 ℡ 83-8148

災害時外国人サポート災害時外国人サポート
ボランティア養成講座ボランティア養成講座

　大規模災害の発生時に、外国人支援、共助の
必要性が高まっています。国籍や言語を問わず、
どのような支援をするのか、どのように助け合
うのかなど、一緒に学んでみませんか。
【とき】7月 17日（土）午後１時～ 3時
【ところ】青年女性会館ホール 1・2
【講師】栃木県国際交流協会
【対象】外国人支援や災害支援に
　関心のある市民の方　先着 20人
【申し込み】7月 9日（金）までに、専用応募フォー

ムまたは電話、FAX、Eメールで受付
問 真岡市国際交流協会事務局（くらし安全課内）
　 ℡ 83-8719 FAX83-8392
　 E メール : kurashianzen@city.moka.lg.jp

Capacitação de voluntários para Capacitação de voluntários para 
atendimento a estrangeiros em atendimento a estrangeiros em 

caso de desastrescaso de desastres
　No caso de um desastre, há necessidade 
crescente, assistência mútua para os 
estrangeiros.Vamos aprender que tipo de apoio 
podemos fornecer e como ajudar uns aos outros, 
independentemente da nacionalidade ou idioma.
【Data】17 de Julho de 2021 （Sábado）
　A partir da 13:00 ～ 15:00
【Local】Seinen Jyosei Kaikan Hall 1・2（2F）
【Alvo】Cidadãos interessados em apoiar 
　estrangeiros　Primeiras 20 pessoas 
【Inscrição】Por telefone ou e-mail ou Fax 　
　até dia 9 de Julho（Sexta -feira）
【Inscrição・Informações】Moka International 
　Association（Sessão Kurashi Anzen ）
　℡ 83-8719 ℻  83-8392
　Email: kurashianzen@city.moka.lg.jp

Capacitación de voluntarios para Capacitación de voluntarios para 
la asistencia a los extranjeros la asistencia a los extranjeros 

en caso de desastresen caso de desastres
　En caso de un desastre a gran escala, 
aumenta la necesidad de apoyo y asistencia a 
los extranjeros. ¿Le gustaría capacitarse en qué 
tipo de apoyo y cómo ayudarse mutuamente 
sin importar la nacionalidad o el idioma?
【Dia】17 de julio de 2021 （Sábado）
　A partir d 13:00 ～ 15:00
【Local】Seinen Jyosei Kaikan Hall 1・2 （2F）
【Dirigidos a...】Residentes voluntarios en la 
　ciudad （20 personas）
【Inscripciones】Por teléfono, fax, e-mail
　hasta el día 9 de Julio（viernes）
【Inscripciones・Informes】Moka International
　Association（Seccion Kurashi Anzen）
　℡ 83-8719 ℻  83-8392
　Email: kurashianzen@city.moka.lg.jp

Training of volunteers to assists Training of volunteers to assists 
foreigners in the event of foreigners in the event of 

disastersdisasters
　In the event of a large-scale disaster, there 
is a growing need for assistance and mutual 
assistance for foreigners.Learn together what 
kind of support you provide and how to help 
each other, regardless of nationality or language.
【When】Saturday, July 17, 2021, 1:00-3:00pm
【Place】Youth Women's Hall, hall 1and2（2F）
【Target】First 20 citizens interested in
　supporting foreigners and disasters
　Please call or FAX or email the following 
　by Friday, July 9.
【Application/Inquiry】Moka City International 
　Exchange Association Secretariat
　（Within the Life Safety Division）
　℡ 83-8719 ℻  83-8392
　Email: kurashianzen@city.moka.lg.jp
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