
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の徹底をお願いします。
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のHPや市公式アプリからもご覧いただけます。 iOS版Android 版

市公式アプリは
こちらから
ダウンロード
できます。

みんなのひろば

●電話による相続・遺言無料相談
　市民から相談が比較的多い「相続・遺言」をテー
マに絞り電話による相談を実施します。【とき】令
和 4年 3 月までの毎月第 2・第 4 土曜日（祝日、
年末年始は除く）10:00 ～ 15:00【相談方法】予
約をした相談者に相談員から所定の時間に電話を
して行います。（相談時間は、30分程度）【予約・
問い合わせ】栃木県司法書士会℡ 028-614-1122

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《9月》サロン《9月》
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）

15・22・29日（水）
9:00 ～ 11:45

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（15・29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
  9日（木）10:45～※予約制あつまったらリトミック
16日（木）10:45～※予約制親子で楽しくふれあい遊び
21日（火）10:45～※予約制親子の食育教室

28日（火）10:45～※予約制育児講座あいあい「ぷちコンサート」
29日（水）10:45～※予約制こっこ お誕生会
30日（木）10:30～※予約制交通安全教室

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
  1日（水）10:45～※予約制 ぴよぴよ お誕生会
  7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
3・10・17・
24日（金）11:00～ 体育あそび

14日（水）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

9 月9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。
【とき】9月 25日（土）午前 10時～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター
【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しまま
婚した

登録者登録者
募集中募集中

元気なからだを作ろう！元気なからだを作ろう！
親子の食育教室親子の食育教室

【とき】9月21日（火）午前10時45分から
【ところ】第一子育て支援センター
【対象】市内在住の未就学児とその
保護者　先着 15組

【申し込み】第一子育て支援センター
℡84-1545にて電話で受付
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122 

もおか子ども美術館ワークショップフェスタもおか子ども美術館ワークショップフェスタ
描こう！つくろう！描こう！つくろう！
みんなの久保アトリエみんなの久保アトリエ

　さまざまな画材や素材を自由に使って楽しく
絵画や工作をしてみませんか。制作した作品は
「子ども学芸員」が審査し、選ばれた作品は「も
おか子ども美術館（10月に久保記念観光文化交
流館にて開催）」に展示されます。その他、映画
上映会や缶バッジ作りなども開催します。
【とき】9月25日（土）、26日（日）午後1時～4時
【ところ】市公民館、青年女性会館

◆イベント内容◆
①お絵描きの部屋　　②工作の部屋
③映画の部屋『絵を描く子どもたち』上映会
　１回目 13:00　2回目 14:00　3回目 15:00
④おまけの部屋「缶バッジ作り」参加費 200円
　１回目 13:00　2回目 14:00　3回目 15:00
【対象】中学生以下（小学4年生以下は保護者同伴、
保護者は子ども 1人につき 1人まで）

【定員】各部屋　先着 15人
【持ち物等】汚れてもよい服装
※画材・素材は会場で用意しますが、使いたい
ものがあれば持ち込み可能です。

【申し込み】下記にて電話、FAX、メールで受付
※FAX、メールの場合は、下記を記入ください。
後日、受信確認の連絡をします。申し込み後1
週間以内に確認の連絡が無い場合は、再度申し
込みください。
＜件名＞みんなの久保アトリエ参加申込
＜本文＞参加者・保護者の名前、お子さまの学年
　　　　または年齢、電話番号、住所、参加人数、
　　　　希望する日時・部屋
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732 ℻  83-4070
　 メール：bunka@city.moka.lg.jp

大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　下記の年齢に該当する方は、クーポンの利用で
1回に限り、市で実施する大腸がん検診が無料で
受けられます。対象の方には 5月末に「大腸が
ん検診無料クーポン券」を郵送しました。黄色の
封筒が目印です。すでに定員に達している検診日
もありますので、下記電話にて確認ください。
大腸がん検診無料クーポン対象者

昭和 55年 4月 2日～昭和 56年 4月 1日生

問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

市民市民
講座講座

初心者の水彩画
静物画を描こう

【とき】9/10、9/17、9/24、10/1、10/8
  （毎週金曜日、全5回）午前9時30分～11時30分
【ところ】市公民館中村分館
【対象】市内在住または在勤の方 先着 15人
【持ち物】水彩用絵の具、古タオル１枚、
2Bの鉛筆１本（絵の具、筆、パレッ
ト、水入れは貸出あり）

【受講料】300円（材料費）
【申し込み】8月 26 日（木）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）

危険物取扱者保安講習会危険物取扱者保安講習会
　危険物の取り扱い作業に従事することとなっ
た方は、その日から 1年以内に受講し、その後は、
前回受講後の最初の 4月 1日から 3年以内に再
受講してください。
【とき】9月 17日（金）
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【対象】危険物取扱者免状を受けている方で、危
険物の製造所、貯蔵所または取扱所において、
危険物の取り扱い作業に従事している方

【定員】給油・一般 各先着 150人
【受講料】4,700円（栃木県収入証紙を申請書に貼付）
【申し込み】8月 27 日（金）～ 9月 3 日（金）
までに下記にて受付
問 芳賀地区広域行政事務組合
 　消防本部予防課保安係 ℡ 82-8706

●ウエルシア大谷新町店「ウエルカフェ 9月」
　脳トレ＆認知症予防体操を行います。【とき】
9/2、9/9（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）

  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】9月 3日（金）午後 2時から
【ところ】真岡市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、
9 月 2日（木）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

令和 3年度令和 3年度 第 68 回 真岡市文化祭 参加者募集第 68 回 真岡市文化祭 参加者募集
【開催期間】10月～ 11月
【対象】市内在住または通勤・通学されている方、および真岡市文化協会会員
【部門】俳句、川柳、短歌、詩、随筆、洋画・日本画、盆栽、写真、工芸、書道、写真、華道、
ホール、将棋（お茶会は、新型コロナウイルス感染防止のため中止）

【申し込み】各部門で申し込み方法が異なりますので、市ＨＰまたは下記窓口に備え付けの開
催要項をご確認ください。
※開催要項や申込書は、事務局（文化課や公民館窓口）に設置してあります。HPからもダウンロード可。
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 真岡市文化祭運営委員会事務局（文化課文化振興係）
 　℡ 83-7732 ℻  83-4070 HP https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/bunka/4/658.html

市HP

真岡市芸術鑑賞会真岡市芸術鑑賞会
　入会出張受付　入会出張受付
　2,500円で、今年度4本の映画が鑑賞できます。
【とき】8月 25日（水）午前 9時～ 11時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター１階市民ロビー

◆ 会員特典 ◆
①芸術鑑賞会主催の映画会が無料
（今年度残り 4回の映画会に入場できます）
②真岡市民会館自主事業を500円補助（本人のみ）
③真岡市民会館自主事業について一部先行販売あり
④映画会や自主事業の日程をはがきやメールで
　お知らせ

◆ 入会規則（注意事項） ◆
・高校生以上であれば市内外を問わず入会可能
・年会費は 2,500 円
・有効期限は毎年 4月から翌年 3月末日まで
・映画会の上映作品は、フィルム手配の都合上
　未定
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732

第1回小学生向け 素話によるおはなし会第1回小学生向け 素話によるおはなし会
ようこそ おはなしのじかんへようこそ おはなしのじかんへ
　絵本がなくても耳で聞いて想像力でお話の世界
を楽しむことができる「素話」でのおはなし会です。
【とき】8月29日（日）午後2時～2時30分
【ところ】真岡市立図書館 2階会議室
【対象】小学生 先着20人
【申し込み】8月20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


