
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

真岡市駅伝競走大会 中止真岡市駅伝競走大会 中止
11月に予定していた「第 52回 真岡市駅伝競
走大会」は、新型コロナウイルス感染症拡大の
状況から、中止となります。
問 スポーツ振興課指導係 ℡ 84-2811

市役所を訪れる方へ市役所を訪れる方へ
手話通訳者がお手伝いします手話通訳者がお手伝いします
　聴覚障害のある方が市役所を訪れた際に、手
話通訳によるお手伝いができるよう、手話通訳
者を配置しています。
　利用内容によっては各課に同行しますので、
お気軽に下記窓口へお声がけください。
【配置日時】毎月第 2火曜日、第 4水曜日
　午前 9時～正午
問 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129

　根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
 竹ぽっくりを作ろう 竹ぽっくりを作ろう
　モウソウチクをノコギリで切って、電動ドリル
で穴をあけ、乗って遊べる竹ぽっくりを作ります。
【とき】10月 17日（日）
　午前の部9:30~11:30 /午後の部13:00~15:00
【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 各回先着 20人
   ※小学校 4年生以下は保護者同伴
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、軍手、飲み物
【申し込み】10 月 2日（土）から、下記にて電
話で受付（8:30～17:15）　【参加費】無料
問 根本山自然観察センター（月曜・祝日の翌日休）
 　℡ 83-6280

モオカの休日10月モオカの休日10月のの開催開催
7日（木）、21日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

14日（木）、28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）

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】10月 21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 ボランティア室
【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

マシン deエクササイズマシン deエクササイズ 
11 月コース体験教室参加者募集11月コース体験教室参加者募集
　1カ月間、マシンジムトレーニングを好きな
日時に 5回まで無料で利用できます。
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）I Fitness
【対象】30～ 64歳の市民で運動したいと思って
　いる方　先着 20人
【申し込み】10月 25日（月）までに、“いちご”
の湯（井頭温泉）にて電話で受付 ℡ 83-8822
《受付時間》10:00 ～ 21:00（火曜休）
※体験教室の参加は年 1回のみとなります
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

オンラインオンラインマタニティセミナーマタニティセミナー
【とき】11月 2日（火）午前 10時～ 11時
【対象】市内在住の夫婦 先着 8組
　（おおむね妊娠 28週以降 ）
※妊婦の方のみの参加も可能です
【内容】赤ちゃんとの生活について、
　沐浴（もくよく）デモンストレーションなど
【申し込み】10 月 1日（金）から、マタニティ
セミナー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

マタニティセミナー
申し込み

真岡市文化祭ギャラリー部門真岡市文化祭ギャラリー部門
申し込み締め切り申し込み締め切り

　令和 3年度第 68 回真岡市文化祭ギャラリー
部門へ出展希望の方は、下記の期日までに、所
定の申込書を事務局へ提出してください。
【提出期限】いずれも午後４時まで
　《洋画・日本画》10月 8日（金）
　《盆栽》10月 15日（金）
　《写真・工芸》10月 21日（木）
　《書道》11月 5日（金）
【提出先】下記または、市公民館窓口
※ FAX、メールでの提出も可能です
問 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
　 メール : bunka@city.moka.lg.jp 

10 月に 70 歳を迎える方へ10 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
　10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 10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。10月に申請された方への温
泉券の交付枚数は、6枚（6カ月分）です。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

祉係

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき運動教室いきいき運動教室
シニアエアロビクス編シニアエアロビクス編

　懐かしい音楽に合わせながら身体を動かして、
運動やストレッチを行います。
【とき】 11 月 4日からの毎週木曜日、全 8回
　午後 1時 30分～ 2時 30分
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）I Fitness
【対象】65 歳以上の市民で、体の動きを改善し
　たい方　先着 10人　（送迎はありません）
※介護保険サービスを利用していない方が対象
です。今年度、はじめていきいき運動
教室を利用する方が優先になります。

【申し込み】10月 4日（月）から、下記
にて電話で受付（平日 8:30 ～ 17:15）
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

おやこクリーンボランティアおやこクリーンボランティア
　環境についてのお話やゲームの後、近隣のご
み拾い活動を行います。
【とき】10月31日（日）午前 9時～ 11時 30分
　雨天の場合は 11月 7日（日）
【ところ】大前恵比寿神社駐車場（材木店前）
【対象】市内または周辺地域在住の小学生以下の
お子さまとそのご家族　先着 30人

【持ち物】活動しやすい服装、飲み物、軍手、
　ごみ用トング等　【参加費】無料
【申し込み】下記にて、電話で受付
問 コラボーレもおか ℡ 81-5522（月曜・祝日休）

●「栃木・宮沢賢治の会」の作品展示
　“100年流れる 宮沢賢治の豊かな世界”
【とき】10月 2日（土）～ 31日（日）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

問 文化課文化財係 ℡ 83-7735

開催日の翌週土曜日から真岡市公式
YouTube で講演を視聴できます。

第4回歴史教室第4回歴史教室（8月7日延期分）
ドキドキがいっぱいドキドキがいっぱい
土器から見える歴史土器から見える歴史

※中止・延期等、変更になる場合があります。
  参加の際は、市HPで最新情報を確認ください。
【とき】10月9日（土）午前10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【講師】栃木県埋蔵文化財センター 津野 仁 氏

真岡市公式
YouTube

市HP

戦没者追悼式戦没者追悼式 中止中止
　10 月に予定していた「令和 3年度 戦没者追
悼式」は、新型コロナウイルス感染症拡大の状
況から、中止となります。
問 社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943

大産業祭 中止大産業祭 中止
　11月 23日（火・祝）に開催を予定していた「令
和 3年度 大産業祭」は、新型コロナウイルス感
染症拡大の状況から、中止となります。
問 商工観光課商工業係 ℡ 83-8134

スポーツスポーツ
教室教室

初心者のための
エアロビクス教室

　エアロビクスダンスと呼ばれるダンス形式の
有酸素運動を行います。
【とき】11/2、11/9、11/16、11/30
　（各火曜日、全４回）午後 2時～ 3時
【ところ】スポーツ交流館　多目的室①
【対象】市内在住または勤務の一般女性先着40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】500円

【申し込み】10月 4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 　　  　　  お話を楽しむ会お話を楽しむ会

　　　　　　～素話基礎講座～～素話基礎講座～
　素話（ストーリーテーリング）を「聞き・選び・
覚え・語る」という実践を交えて学びます。
【とき】《第 1回》10月 22日（金）
　午前 10時 30分～正午
※第２回以降の日程は下記へ問い合わせください
【ところ】真岡市立図書館　2階会議室
【定員】5人
【講師】栃木県立図書館ボランティア指導者
【申し込み】10月 1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

真岡市立真岡市立
図書館図書館

者

詳しくは
市HPにて

参加費参加費
 無料 無料

10月10月はは正しい犬の飼い方強調月間正しい犬の飼い方強調月間
・愛情と責任をもって最後まで飼いましょう
・犬の登録、狂犬病の予防注射は必ず受けましょう
・不幸な命を増やさないためにも、
　不妊・去勢手術をしましょう
・犬の放し飼いはやめましょう
　（散歩も必ずリードをつけましょう） 
・フンの後始末は必ずしましょう
・鳴き声で迷惑をかけないようにしましょう
・首輪に鑑札や名札（飼い主の名前、住所、電話番号）
を付け、飼い主であることを明示しましょう
マナーもルールも守るのは犬ではなく飼い主です
問 環境課環境保全係 ℡ 83-8125


