
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

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《10月》サロン《10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）

6・13・20・27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日午後、20日、28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
14日（木）10:45～※予約制あつまったらリトミック
27日（水）10:45～※予約制こっこ お誕生会
29日（金）10:45～※予約制ミニ運動会

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
  5日（火）10:00～※予約制 子育て健康相談
  6日（水）10:45～※予約制 ぴよぴよ お誕生会
 21日（木）10:45～※予約制親子で楽しくふれあい遊び

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
8・15・22・
29日（金）11:00～ 体育あそび

18日（月）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

●「法の日」司法書士無料法律相談
　不動産登記（相続・贈与・販売等）、商業登記（会
社設立・役員変更等）、成年後見（高齢者の財産管
理）、供託、訴訟、多重債務等について、無料の相
談会を実施します。【とき】10/1（金）～ 10/7（木）
土日除く 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00【とこ
ろ】各司法書士事務所【相談方法】※要予約、各
司法書士事務所へ電話で予約ください【問い合わ
せ】栃木県司法書士会℡ 028-614-1122

スポーツスポーツ
教室教室

  第 2 回  初めての
こども体操教室

　前まわりや後ろまわりなど体操の基
礎を学びます。トランポリンを使った
楽しい運動もあります。
【とき】10/9、10/16、10/23、10/30、11/6
　（毎週土曜日、全 5回）午後 2時～ 4時
【ところ】総合体育館
【対象】市内小学生  先着 20人

室

スポーツスポーツ
教室教室

  第 1回 みんなで楽しむ
ニュースポーツ教室

　「屋内ペタンク」や「さいかつぼーる」など、
子どもから大人まで誰でも簡単に安全に楽しめ
るスポーツを行います。親子での参加も大歓迎。
【とき】10/9（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内在住の方どなたでも  先着 30人

【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、 
タオル、 飲み物 　【参加費】無料

【申し込み】9月 21日（火）から、電話（平日 8:30
～ 17:15）・FAX・メールにて受付
問 スポーツ振興課 ℡ 84-2811 FAX84-6258　
　 メール : sports@city.moka.lg.jp
※FAX・メールは氏名・住所・電話番号・年齢を明記

共通事項共通事項

普通救命講習 普通救命講習 受講者募集受講者募集
　AEDを用いた心肺蘇生法など救命に必要な応
急手当の知識と技術を学びます。※受講料無料
【とき】10月 24日（日）午前 9時～正午
【ところ】総合福祉保健センター
【定員】先着 15 人
【講習種別】普通救命講習・再講習　
【申し込み】下記にて、電話で受付
問 真岡消防署救急係 ℡ 82-1029
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鬼怒水辺ふれあい観察会
赤トンボををつかまえようつかまえよう
　赤トンボの仲間を自分でつかまえて観察しま
す。つかまえたトンボは、最後に逃がします。
【とき】10月 3日（日）午前 10時～正午
【ところ】鬼怒水辺観察センター　※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます。先着 20人
（小学 4年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】動きやすい服装、運動靴、帽子、
　飲み物、虫とり網、虫かご　【参加料】無料
【申し込み】9月 19日（日）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（月曜・祝日の翌日休）
 　℡ 83-6280

赤赤

オンライン赤ちゃん教室オンライン赤ちゃん教室
　ZOOMアプリを利用したオンラインの教室です。
【とき】10月14日（木）午前10時～10時40分
【対象】生後6カ月までの乳児と保護者 先着15組
※対象月齢であれば何度でも参加可能です。
【内容】ベビーマッサージ、赤ちゃんとママの健康講話
【申し込み】9月 17 日（金）から、市
HPのすこやか赤ちゃん教室申し込み
フォームにて受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121赤ちゃん教室申し込み

オンライン離乳食教室オンライン離乳食教室
【とき】10月21日（木）午前10時～10時40分
【対象】令和 3年 3・4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
【内容】2回食にむけての進め方、大人の食事か
ら取り分けできる離乳食と作り方など

【申し込み】9月17 日（金）から、離
乳食教室申し込みフォームにて受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121 離乳食教室

申し込み

今すぐできる今すぐできる
ラジオ体操・リフレッシュ法でラジオ体操・リフレッシュ法で
目指せ！免疫力アップ目指せ！免疫力アップ

内
容

《ラジオ体操講習会》
【時間】午前 9時 30分～ 10時 20分
【講師】NPO法人全国ラジオ体操連盟
　公認 1級ラジオ体操指導士 田邊 恭子 氏
《リフレッシュ講習会》
　簡単ストレスチェックや気軽にできるリフ
レッシュ法を行います。
【時間】午前 10時 20分～ 10時 30分

【日程】（受付は午前 9時 15分から）
10 月　8日（金） 市公民館大内分館
10月 13日（水） 市公民館山前分館
10月 22日（金） 市公民館中村分館
10月 26日（火） 長沼地域体育館
11月 12日（金） 真岡市武道体育館

【対象】市民の方　各会場 先着 30人
【持ち物等】動きやすい服装、タオル、
　上履き（運動靴）、飲み物
【申し込み】下記にて電話で受付
【その他】当日の朝に検温し、平熱より
高い体温の場合は、下記へ連絡ください。
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

科学教育科学教育センターセンター
プラネタリウム番組公開プラネタリウム番組公開
【とき】9月 25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】「えんとつ町のプペル」、
「Odysseys オデッセイ～果てし
なく美しい宇宙～」の２本立て

　（投影時間 約 50 分、星空解説は
ありません）

【定員】約80人（事前予約30人含む）
【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分前から観覧券を販売します、定員に
なり次第販売終了

※事前予約可（先着 30 人）、9 月 21 日（火）、
22日（水）、24日（金）に、下記にて電話で
受付（8:30~17:15）

※中止・変更になる場合があります。来
館前にHPで最新情報を確認ください。
問 科学教育センター ℡ 83-6611 市HP

●山ゆりの会　絵手紙の作品展示
【とき】9月 23日（木・祝）まで
【ところ】市公民館真岡西分館
【問い合わせ】山ゆりの会（笠原）℡ 82-9729

楽しく実践！市民活動のための楽しく実践！市民活動のための
ZOOM 徹底活用講座ZOOM 徹底活用講座

　自分たちの活動で、オンラインを
もっと活用したいと思っている
方向けの講座です。すぐに使え
る大技小技を学びます。
【とき】9月 24日（金）午後 7時～ 9時
【ところ】市役所本庁舎 401・402 会議室
【講師】とちぎ市民協働研究会 /宇都宮まちづく
り市民工房 土崎 雄祐 氏 

【対象】市内在住または勤務で ZOOM使用経験
のある方、自分たちの活動の幅を広げたいと
思っている方　先着 10人

【参加費】無料
【持ち物】ZOOMに参加できるデバイス（PC、
スマホ、タブレット等）

【申し込み】9月 21日（火）午後 9時
までに、メールまたは専用フォーム
で受付
※メールの場合は、講座名、名前、年齢、住所、
電話番号を必ず記入ください。
問 コラボーレもおか ℡ 81-5522（月曜・祝日休）
　 メール :info@collabo-moka.net

専用フォーム

ンを

こころの健康づくり講座こころの健康づくり講座
参加者募集参加者募集

　コロナ禍の影響により、自殺で亡く
なる方が増えています。
　大切な命を守るために、私たちにも
できることを一緒に考えてみましょう。
【テーマ】こころの声に気づいていますか？
　～ゲートキーパーってなんだろう～
【とき】10月 12日（火）午後 2時～ 3時 30分
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【対象】市内在住の方で、ゲートキーパーに興味
のある方ならどなたでも

【参加料】無料
【申し込み】10 月 5日（火）まで下記にて電話
で受付
問 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129


