
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】7月 15日（木）午前 10時～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター 301 会議室

あおぞらカフェあおぞらカフェ
【とき】7月 26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

7 月に 70 歳を迎える方へ7 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
　7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 7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。7月に申請された方への温
泉券の交付枚数は、9枚（9カ月分）です。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

祉係

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室

「オオムラサキを観察しよう」「オオムラサキを観察しよう」
　雑木林で、樹液に集まるチョウの
オオムラサキをじっくり観察します。
【とき】7月 17日（土）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】根本山自然観察センター  ※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます　先着 20人
   ※小学校 4年生以下は保護者同伴
【持ち物等】野山を歩きやすい服装、帽子、飲み物、
　あれば双眼鏡　【参加料】無料
【申し込み】7月 3日（土）から【申し込み】7月 3日（土）から、下記にて電話
　で受付（8:30 ～ 17:15）　
問 根本山自然観察センター ℡ 83-6280

●令和 3年度下水道排水設備工事責任技術者
　試験講習会、模擬試験、試験のお知らせ
【とき】〔試験講習会・模擬試験〕9/29（水）10:00
～ 17:00、〔試験〕10/26（火）14:00 ～ 16:00【と
ころ】コンセーレ（宇都宮市駒生 1-1-6）【申込書】
公益財団法人とちぎ建設技術センター、市下水道課
維持係で配布【申込期間】8/2（月）～ 8/31（火）
※当日消印有効【申し込み・問い合わせ】公益財団
法人とちぎ建設技術センター企画研修課（宇都宮市
竹林町 1030-2）℡ 028-626-3187

●下水道排水設備工事責任技術者更新講習会
【とき・ところ】10/13（水）：栃木市岩舟文化会館、
11/9（火）：那須野が原ハーモニーホール、11/28
（日）：宇都宮市文化会館【講習時間】各日 14:00
～ 16:00【申込期間】7/30（金）まで（当日消印
有効）※申込書類は、公益財団法人とちぎ建設技術
センターから本人宛に送付【対象】現在有資格者で、
有効期限が令和 4年 3月 31日の方、または令和 3
年 3月 31日で失効した方【申し込み・問い合わせ】
公益財団法人とちぎ建設技術センター（宇都宮市竹
林町 1030-2）℡ 028-626-3187

●消防設備士試験案内
【とき】9月 12 日（日）9時 30 分から【ところ】
宇都宮工業高等学校【願書申請期間】〔電子申請〕7
月 2日（金）～ 13 日（火）〔書類申請〕7月 5日
（月）～ 16日（金）（郵送または持参：消防試験研
究センター栃木県支部）【試験の種類：手数料】甲
種（特類 第 1類から第 5類）5,700 円、乙種（第
1類から第 7類）3,800 円【申し込み・問い合わせ】
（一財）消防試験研究センター栃木県支部 ℡ 028-
624-1022

●書道愛好会作品展「書に寄せて」
【とき】7月 29日（木）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

●しもつけ富士の会 第 3回写真展「富士山の自然」
　名峰富士の自然をテーマとした力作が並びます。
【とき】7月 4日（日）まで 9:00 ～ 17:00（最終日
15:30 まで）【ところ】井頭公園緑の相談所展示ホー
ル【問い合わせ】しもつけ富士の会 ℡ 090-4911-
6592（永井）

離乳食教室離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方

【とき】7月15日（木）午前 10時～ 11時 15分
　（アンケート記入のため20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 2年 12月・令和 3年 1月生まれで、
　離乳食が始まっているお子さんと保護者
　先着 15組
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】7月 2日（金）午前 9時
から、下記にて電話で受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

夏休み環境学習会夏休み環境学習会参加者募参加者募集集
エコ工場見学＆地球温暖化学習会で

COOL CHOICE ！
　市内で操業している工場見学と地球温暖化学
習会を通して、身近な環境を守る大切さを学び
ます。工作やクイズも実施予定です。

① 8月3日（火）
9:00 ～ 12:00

大和リース（株）
栃木二宮デポ・関東工場

② 8月17日（火）
13:30 ～ 16:00

千住金属工業（株）
栃木事業所

※市大型バスで現地まで移動となります
【対象】小学生のお子さまとその保護者
　先着各回 10組程度（①②両方の参加も可）
【申し込み】下記にて電話で受付
問 環境課環境対策係 ℡ 83-8127

第 64回第 64 回日本舞踊発表会日本舞踊発表会
　華やかで気品のある日本舞踊を披露します。
【とき】7月 4日（日）午前 10時開演
　（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール　
【入場料】無料（550人の入場制限あり、
　当日入場時に入場券を配布します）
【主催】真岡日本舞踊会
※終演後大抽選会があります。
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732

ル　

●いちご一会とちぎ国体総合開会式・とちぎ大会開会式
　オープニングプログラム出演団体募集
　県内で活動する文化・伝統芸能団体等を募集しま
す。【応募期間】7月 30日（金）まで【応募・問い
合わせ】いちご一会とちぎ国体・とちぎ
大会実行委員会事務局（栃木県国体・障
害者スポーツ大会局競技式典課式典担当）
℡ 028-623-3508 ℻  028-623-3527
Eメールkyogishikiten@pref.tochigi.lg.jp国体・大会公式HP

科学教育科学教育センターセンター

プラネタリウム7月の番組公開プラネタリウム7月の番組公開
【とき】7月 10日（土）①11:00～ ②13:30～
※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】「双子の星」と「よもやま学園天文部 夏
の星空編」の 2本立て（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（先着順）7月 5日（月）～ 9日（金）
に、下記にて電話で受付

電波教室電波教室「ラジオをつくろう」「ラジオをつくろう」
　電波の話や実験、はんだごてを使ってラジオ
を作ります。約 2時間の教室です。※要予約
【とき】8月 5日（木）（15分前から入場開始）
　午前の回 9:30 ～　午後の回 13:30 ～
【対象】小学 3年生以上　※大人の方も申込可
　（小学生は保護者同伴）　各回先着 12人
【申し込み】7月 12日（月）～ 16日（金）に、
　下記にて電話受付　【参加費】500円
【共催】栃木県電波適正利用推進員協議会
問 科学教育センター ℡ 83-6611

夏休み・小学生一日司書体験夏休み・小学生一日司書体験
　夏休みに図書館のお仕事を体験しよう。
【とき】① 7/24（土）② 7/31（土）③ 8/7（土）
　いずれかの１日　午前 9時～正午
【ところ】真岡市立図書館
【対象】小学 4年生～６年生　各日先着 4人
【申し込み】①～③の日程から１日を
　選び、7月 2日（金）午前 10時
　から下記窓口または電話にて受付
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151

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貸出 ブラインドコメントブック貸出 
借りるまで本のタイトルはわからない！
　図書館スタッフと皆さんから紹介いただいた
おすすめの本について、本の内容のヒントとな
るコメントカードをタイトルをふせて館内に掲
示します。惹（ひ）かれたコメントカードをカ
ウンターにお持ちください。カードに合ったお
すすめの本を貸出します。
【実施期間】7月 7日（水）～ 11日（日）
※貸出する本は、大人向け子ども向けがありま
　す。計 100セット用意、なくなり次第終了。

久保記念観光文化交流館 久保記念観光文化交流館 
美術品展示館 第 29 回企画展美術品展示館 第 29 回企画展
 モノクロームの世界モノクロームの世界

　市収蔵作品の中から、さまざまな版画技法で
描かれたモノクロームの表現を紹介します。昨
年度、寄贈いただいた新収蔵作品も公開します。
【開催期間】8月2日（月）まで
　午前 9時～午後 6時
【休館日】火曜日
【入館料】無料
問 久保記念観光文化交流館 ℡ 82-2012

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「花束みたいな恋をした」「花束みたいな恋をした」
【とき】7月 10日（土）
　① 14:00 ～ ② 18:30 ～
※各回定員 550人
【ところ】市民“いちご”ホール 
【入場料】入場券当日購入可
　大人（高校生以上）1,000 円
　中学生以下（4歳以上）500円　※全席自由
　令和 3年度真岡市芸術鑑賞会会員無料
※令和 3年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中です
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業

家族のためにはじめよう
「おとう飯」料理教室「おとう飯」料理教室

　ZOOMアプリを利用したオンライン料理教室
です。「ふわっとろっオムライス」を作ります。
初心者の方や家族での参加、大歓迎！
【とき】7月 31日（土）午前 10 時～正午
【対象】市内在住・在勤の男性 5人（定員超抽選）
【申し込み】7月 16日（金）までに、
　専用フォームで受付  【参加料】無料
※参加者の方には記念品があります。
問 市民協働推進室 ℡ 83-8141

家家

専用フォーム


