
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

真岡市文化祭真岡市文化祭華道展延期華道展延期
　10月 9日（土）、10日（日）に開催を予定し
ていた、真岡市文化祭華道展は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため延期となります。
　なお、開催については、日程等が決まり次第、
ご報告します。
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732

市民市民
講座講座

子育て支援カウンセリング講座
～思春期ってどんな時期？～

　思春期の特性や、思春期の子どもとの接し方
について、講義と演習を通じて学びます。

と　き 内　容
10/14（木）

午前 10時
　～正午

思春期の入り口で
10/21（木） 思春期の心の特徴
10/28（木） 思春期の子への対応
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【対象】市内在住または勤務の方 25 人　
　（定員超抽選）
【講師】栃木県カウンセリング協会理事長
　丸山 隆 氏（臨床心理士）
【受講料】無料
【申し込み】10 月 7 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

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】10月13日（水）午前10時～11時30分
【ところ】市公民館 第 7会議室
【受講料】無料
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【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

10月の「子育て相談会」10月の「子育て相談会」
【とき】13日（水）
【ところ】総合福祉保健センター

①子育てミニ講座「ママのボディケア」
【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

傾聴（お話を聞く）ボランティア傾聴（お話を聞く）ボランティア
養成講習会受講者募集養成講習会受講者募集
　高齢の方等のお話を聴く、傾聴ボランティア
を養成し、対象となる方々の心の健康増進を図
ることを目的に開催します。
【とき】11/4（午前9時～正午）、
　11/11、11/18、11/25、12/2（午前10時～正午）
　（毎週木曜日、全 5回）
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】講習会終了後、市で傾聴ボランティアと
して活動する意思のある方　10人

※修了証は5日間の全日程を受講した方のみ交付
【受講料】無料
【申し込み】10月 15日（金）までに、下記窓口
　または電話にて受付
問 真岡市社会福祉協議会地域福祉係 ℡ 82-8844

浄化槽を正しく使用しましょう浄化槽を正しく使用しましょう
　浄化槽は微生物の働きを利用
して汚水を処理する装置です。
日頃から、微生物が活発に活動
できる環境を保つため、適正な
維持管理を心掛け、環境保全と
快適な生活を送れるようにしましょう。
◆家庭用の浄化槽をお使いの皆さまへ
　①～③の浄化槽の維持管理は、浄化槽法で義
務付けられています。確認しましょう。
①浄化槽の保守点検を県の登録業者と委託契約する
②清掃（浄化槽内のくみ取り）を毎年実施する
③浄化槽法第 11 条の検査（浄化槽処理水の水
質検査など ) を毎年 1回受ける

問 下水道課農業集落排水係 ℡ 83-8144

市民“いちご”ホール自主事業市民“いちご”ホール自主事業
市民“いちごホール”ショパン・シリーズ vol.1市民“いちごホール”ショパン・シリーズ vol.1
宮谷理香宮谷理香 ピアノ・リサイタルピアノ・リサイタル
　市民“いちご”ホールが開催す
る新しいコンサート「ショパン・
シリーズ」の第 1回は、ショパン
国際ピアノコンクール第 5位入賞
の実力派ピアニスト、宮谷理香に
よるショパンの珠玉の名曲とトー
クをたっぷりお楽しみいただきます。
【とき】11月 28日（日）
　開場：午後 1時、開演：午後 2時
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール
【入場料】〈一般〉2,000円、〈高校生以下〉500円
　全席指定、未就学児は入場できません
【チケット販売】9月 25日（土）午前 10時から、
下記にて電話で受付（つながりにくい場合は
℡ 82-7151）
問 市民“いちご”ホール ℡ 83-7731

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
いのちの停車場いのちの停車場

【とき】10月 20日（水）
　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

問 子育て世帯生活支援特別給付金窓口
　 ℡ 83-8142

低所得の子育て世帯に対する低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金
　8月から受付を開始しています。対象となる
方は早めに相談ください。
【給付額】児童 1人当たり 50,000 円
【対象者】次のいずれかに該当する方
①高校生のみ養育している方または公務員等で
住民税非課税の方
②令和 3年 1月 1日以降の家計が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方
※ひとり親世帯分の給付金または本給
付金を既に受給した方は対象外です

【申請方法】必要書類等を市HPまたは
窓口で確認の上、申請してください。 市HP

真岡すくすく子育て相談室〔10月〕真岡すくすく子育て相談室〔10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】13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

す。

スポーツスポーツ
教室教室 親子で少林寺拳法教室
　少林寺拳法の突きや蹴りなどの簡
単な攻撃法や受け身を親子で楽しく
学びます。
【とき】10/16、10/23、10/30
　（毎週土曜日、全 3回）午前 10時～正午
【ところ】武道体育館　柔道場
【対象】市内小学生とその保護者 先着15組30人 

スポーツスポーツ
教室教室 親子でグラウンド・ゴルフ教室
　グラウンドゴルフのルールやクラブでの打ち
方などをゲームを通して親子で楽しく学びます。
【とき】10/17、10/24　※雨天中止
　（各日曜日、全 2回）午前 10時～正午
【ところ】総合運動公園　多目的広場
【対象】市内小学生とその保護者 先着15組30人

【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物
【参加費】無料
【申し込み】9月 27日（月）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

●とちぎ材の家づくり支援事業
　県では、木造住宅の新築・増改築に対する補助
を行っています。【対象住宅】県産木材を一定量以
上使用した住宅の新築・増改築【補助金額】新築
10 ～ 40 万円（伝統工芸品等使用で
上乗せあり）・増改築 5 ～ 15 万円※
補助金交付には条件あり【問い合わせ】
県林業木材産業課 ℡ 028-623-3277

県HP

●栃木県最低賃金が 時間額 882円 に！
　～改正発行は令和 3年 10月 1日から～
　栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で
働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイ
ト等にも適用され、特定の産業には、特定最低賃
金が定められています。詳しくは、栃木労働局労
働基準部賃金室（℡ 028-634-9109）または最寄
りの労働基準監督署にお問い合わせください。


