
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

●第 4回フードバンクキャンペーン
　生活に困っている方へ食品を配ります。【とき】
6月 27日（日）午前 9時～正午【ところ】SLキュー
ロク館北側ひろば（真岡駅東口）【配布数】先着
100 セット※当日は寄付も受け付けます。【主催・
問い合わせ】NPO法人ま・わ・た（担当：石田）
℡ 080-5046-7823
●令和 3年度　精神保健家族教室のお知らせ
　こころの病をもつ方のご家族同士で、お互いの
悩みを語り合い、病気について正しい知識や対応
を学びませんか。【とき・内容】7/16（金）学習会
「家族のための SST」、9/17（金）相談会「障害を
持ちながら就労するということ」【時間】13:30 ～
15:30【ところ】県東健康福祉センター【対象】芳
賀地区在住で、こころの病（主に、統合失調症）を
もつ方のご家族【申し込み】開催日の一週間前まで
に下記にて電話で受付【問い合わせ】県東健康福祉
センター健康支援課 ℡ 82-2138

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《7月》サロン《7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）

7・14・21日（水）
9:00 ～ 11:45

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（1・16・21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
  7日（水）10:45～※予約制 七夕集会
  8日（木）10:45～※予約制あつまったらリトミック
28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
  7日（水）10:45～※予約制ぴよぴよ　お誕生会
13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
2・9・30日（金）11:00～ 体育あそび
20日（火） 11:00～リズム遊び

29日（木） 11:00～ 栄養士の先生とほっとなひととき
問 にのみや保育園子育て支援センター ℡73-2200

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・ひきこもり総合相談センター「ポ
ラリス☆とちぎ」が相談会を開催します。ひきこ
もる家族にどう声をかけたらいいのか、将来が心
配など、当事者のみで悩まず、ぜひご相談ください。
【とき】7月 15日（木）
　① 10:00 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

モオカの休日7月モオカの休日7月のの開催開催
と　き 内　容（主催） 参加料

1日（木）、15日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

8日（木）、22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）

第38回第 38回
真岡井頭マラソン大会中止真岡井頭マラソン大会中止
10 月 3 日（日）に開催を予定していた真岡井

頭マラソン大会は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止します。
問 スポーツ振興課 ℡ 84-2811

市民市民
講座講座
夏休み子ども習字教室
書道の基本を学びましょう！

【とき】7/27、8/3、8/10、8/17
　（毎週火曜日、全4回）
　午前9時 30分～ 11時
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住の小学生 先着 20人
　（小学 3年生以下は保護者同伴）
【持ち物】書道用具一式（太筆、細筆、硯、墨汁、
半紙、新聞紙数枚）、清書用の用紙、飲み物

【受講料】無料
【申し込み】7月 5日（月）～ 15日（木）までに、
　下記窓口または電話にて受付
問 市公民館二宮分館 ℡ 74-0107（日・祝日休）

市民市民
講座講座 初心者のフラダンス講座

【とき】7/14、7/21、7/28、8/4
　（毎週水曜日、全4回）午前10時～11時30分
【ところ】市公民館中村分館
【対象】市内在住または勤務の方 先着 20人
【持ち物等】屋内用運動靴、動きやすい服装、
　飲み物　※マスクを着用して行います
【受講料】無料
【申し込み】6月 29 日（火）～ 7月 6日（火）
までに、下記にて電話で受付（8:30～ 17:15）
問 市公民館中村分館 ℡ 82-2902（日・月・祝日休）

科学教育科学教育センターセンター
プラネタリウムたなばた公開プラネタリウムたなばた公開

【とき】7月 3日（土）
　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】満天の星の下、夏の星座たちとたなばた
の星、それらにまつわるお話を紹介します。

　（投影時間 約 50分）
【定員】約 80人
【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）
※事前予約可（先着順）6月 28日（月）～ 7月
2日（金）までに下記にて電話で受付
問 科学教育センター ℡ 83-6611

前

赤ちゃん教室赤ちゃん教室
【とき】7月 8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 3・4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】6月 25 日（金）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

市民市民
講座講座 夏休み子ども将棋教室
　わかりやすく将棋の初歩を教えます。
【とき】7/27（火）、7/28（水）、7/29（木）
　7/30（金）、8/5（木）（全 5回）
　午後 1時 30分～ 3時
【ところ】市公民館 第 3・4会議室
【対象】市内在住の中学生以下の方
　20人（定員超抽選）
【持ち物】飲み物　【受講料】無料
【申し込み】7月 8日（木）までに、
　専用フォームまたは下記電話にて受付
問 生涯学習課生涯学習係 ℡ 82-7150

専用フォーム

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飲食店応援事業Instagram飲食店応援事業
「真岡ごはん」「真岡ごはん」

　コロナ禍の飲食店を応援するため、市内の飲
食店の写真を募集しています。ハッシュタグ
「#mokafan」「# 真岡ごはん」
「店舗名」をつけ、Instagram
に投稿してください。
　Facebook や Twitter でも、
ぜひ投稿ください。

まちなか保健室まちなか保健室〔7月〕〔7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）

＜シニア困りごと相談＞
地域包括支援センターによる個別相談
【とき】7日（水）①10:00～10:15②10:15～10:30
【定員】各回 1人
＜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】11日（日）10:00 ～ 12:00【定員】2人
＜健康講話＞
コレステロール値改善！
【とき】21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。
※7月は、健康講話のみ開催
＜健康講話＞
肺の生活習慣病「COPD」あなたの肺年齢をチェック
【とき】7日（水）13:30～ 14:30【定員】5人

共　通　事　項共　通　事　項
【対象】市内在住の方
【申し込み】※事前予約制
　「シニア困りごと相談」はいきいき高齢課地域
支援係にて、「栄養相談」「健康講話」は健康増
進課健康づくり係にて、それぞれ電話で受付。
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122
　 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

●芳賀赤十字病院、休診日のおしらせ
　7月1日（木）は、創立記念日のため休診となります。
【問い合わせ】芳賀赤十字病院総務課℡ 82-2195

開館 39 周年企画開館 39 周年企画
ブラインドコメントブックブラインドコメントブック

紹介本募集 紹介本募集 
借りるまで本のタイトルはわからない！
　おすすめの本に一言コメントを付けて紹介し
てみませんか。コメントいただいたカードは、
本のタイトルをふせて館内に掲示します。
　カードを見た方は、惹かれたコメントカード
をカウンターに提示し、カードに合ったおすす
めの本を借りることができます。
【申し込み】コメント記入用紙を、下記窓口で受け
取り、6月30日（水）までに提出してください。
◆カード１枚につき２冊まで紹介ができます
◆紹介できる本は市内の図書館所蔵のものです
◆大人向け、子供向けどちらも受け付けます
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151

）


