
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。

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】11月10日（水）午前10時～11時30分
【ところ】市公民館二宮分館 202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

ぬいぐるみおとまり会ぬいぐるみおとまり会
　ぬいぐるみと一緒におはなしを聞いたら、ぬ
いぐるみは図書館にお泊りします。その様子を
アルバムにしてプレゼントします。
【とき】11月 3日（水・祝）
　午後 1時 30分～ 2時：おはなし会、お泊り
　11月 6日（土）午後 1時～：お迎え
【対象】3歳～小学 3年生のお子さま 先着 5組
　（ぬいぐるみは 1人 1つまで）
【申し込み】10 月 23 日（土）午前 10 時から、

下記窓口または電話にて受付【参加費】無料
問 二宮図書館 ℡ 74-0286

二宮二宮
図書館図書館

真岡っ子をみんなで育てよう事業真岡っ子をみんなで育てよう事業

考えることは楽しい考えることは楽しい
だから科学はおもしろいだから科学はおもしろい
　大人気シリーズ『空想科学読本』
の著者、柳田理科雄氏が、人気ア
ニメやマンガ内の不思議を楽しく
解説した動画を「いちごチャンネ
ル」と「真岡市公式 YouTube」
で公開します。ぜひご家族やお友
達と一緒にご視聴ください。
いちごチャンネル
【公開期間】10月 25日（月）～ 10月 31日（日）
　放送時間は、データ放送、スマホアプリガイド、
　EPG（電子番組表） 等をご確認ください。
真岡市公式YouTube
【公開期間】10月 25日（月）～ 11月 7日（日）
【視聴方法】下記の真岡市役所HPにアクセスし、

真岡っ子をみんなで育てよう事業のページか
らリンク先のYouTube にてご視聴ください。

〔URL〕https://www.city.moka.lg.jp/
　toppage/soshikishogaigakushu/
　7/12758.html
問 生涯学習課青少年係 ℡ 82-7152 市HP

真岡市国際交流協会主催真岡市国際交流協会主催

益子焼陶芸教室益子焼陶芸教室
　“手びねり”で益子焼を作ります。初心者の方
でも簡単です。一緒に作ってみませんか。
【とき】11月 6日（土）午前 10時～正午
【ところ】芳賀青年の家（※現地集合）
【定員】先着 20人
【参加費】700円（※未就学児 500円）
※真岡市国際交流協会員の方は無料です。
【申し込み】11月 1日（月）までに、下記にて電話、
　FAX、メールで受付
問 真岡市国際交流協会事務局（くらし安全課内）
　 ℡ 83-8719 FAX83-8392
　 メール : kurashianzen@city.moka.lg.jp

Patrocínio MIAPatrocínio MIA
「Classe de Cerâmica Mashiko」「Classe de Cerâmica Mashiko」
  Gostaria de se juntar a nós para fazer 
a cerâmica Mashiko como uma arte do 
Outono? Ate mesmo os iniciantes podem 
fazer isso facilmente! Estaremos esperando 
por sua participação.
【Data】Dia 6 de Novembro de 2021
　(Sábado) AM 10:00 ～ 12:00 
【Local】 Haga Seinen no ie
　〔Endereco〕Mashikomachi Mashiko 4470 
　（※Reunir no local）
【Custo】￥700（※menores de 6 anos ￥500）
　Membros da MIA gratuito.
【Número de participantes】As primeiras 20 pessoas
【Inscrição】Por favor, inscreva-se por
 telefone, fax ou e-mail até dia 1 de Novembro
【Mais informações】Associação Internacional 
　de Moka（Kurashi Anzen Ka）
　℡ 83-8719 ℻  83-8392
　Email: kurashianzen@city.moka.lg.jp

Asociación Internacional de MokaAsociación Internacional de Moka  
　Este otoño Le gustaría moldear su 
propia obra de arte en cermica? Venga con 
nosotros, lo haremos en MASHIKO ciudad 
famosa por su cerámica.
¡incluso los principiantes pueden hacerlo 
fácilmente! Esperamos su participación.
【Dia y hora】Sábado 6 de noviembre  a 

partir de 10 AM a 12M
【Lugar】Haga Seinen no ie
　〔Direccion〕 Mashiko Machi, Mashiko 4470
　（※Reunión en la dirección indicada） 
【Costo】700 yenes(menores de 6 años 500 yenes)
【Participantes】 20 personas
【Inscripción】Hasta lunes 1 de noviembre 

TEL, FAX o mail
【Inscripción e Informes】Asociación
　Internacional de Moka  (Life Safety Division)
　℡ 83-8719 ℻  83-8392
　Email: kurashianzen@city.moka.lg.jp

Moka City International AssociationMoka City International Association
「Mashiko Pottery Class」「Mashiko Pottery Class」

　Would you like to join us in making Mashiko 
pottery as an autumn art?Even beginners can 
easily do it! Looking forward to your participation.
【Date】November 6, 2021（Sat.）
　from 10a.m. ～ 12:00 noon
【Place】Haga Seinen no ie（※assembly place）
　〔address〕Mashiko Machi, Mashiko 4470
【Cost】700yen（※ children500yen）
　Moka International Association members 
　are free of charge
【Number of people】 First 20 people
　Apply by phone, FAX or e-mail by 
　Monday, November 1(Mon.). 
【Application/Inquiry】Moka City International 
　Association Offi  ce (Life Safety Division)
　℡ 83-8719 ℻  83-8392
　Email: kurashianzen@city.moka.lg.jp

英語〔English〕

スペイン語〔Español〕

ポルトガル語〔Português〕

市民市民
講座講座 親子で作るアロマキャンドル
　右の写真①・②が作れます。1組
で 2個まで作ることができます。
【とき】11月 20日（土）
　午前 10時 30分～正午
【ところ】市公民館大内分館
【対象】市内在住の親子  先着 15組（30人）
【持ち物】軍手、割りばし 1膳、はさみ、ピンセッ

ト、洗濯ばさみ
【受講料】材料代として 1個につき 1,000 円
【申し込み】10月 23日（土）から、下記にて電

話で受付（8:30 ～ 17:15）
【その他】溶かしたロウソクを使用しますので、

やけどに注意してください。
問 市公民館大内分館 ℡82-2704（日・月・祝日休）

久保記念観光文化交流館 美術品展示館久保記念観光文化交流館 美術品展示館
 第 30 回企画展 第 30 回企画展

「追悼 飯塚国雄展」「追悼 飯塚国雄展」再開催再開催
　ニューヨークを拠点に活動を続け
た飯塚国雄の多彩な作品を紹介しま
す。新収蔵作品《Mr.KUBO（久保
貞次郎肖像）》を初公開します。
【開催期間】11月23日（火・祝）まで
　午前 9時～午後 6時
　（11月以降は、午後 5時まで）
【休館日】火曜日（11/23 は開館）
問 久保記念観光文化交流館 ℡ 82-2012

入館料入館料
無料無料

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レン（胸部レン
トゲン検診）トゲン検診）をを受診しましょう受診しましょう

【対象】40歳以上で（昭和 57年 4月
　1日以前生まれ）今年度胸部レント
　ゲン検診をまだ受けていない方

注

意

①妊娠中やその可能性がある方は、受診しな
いでください。

②高齢の方、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の持
病のある方、透析を受けている方、抗がん剤
や免疫抑制剤を使用している方で、不安のあ
る場合は、受診の延期もご検討ください。

③集団健診と同じ検査です。2重受診をしな
いよう注意ください。

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよ
い日時・会場で受診してください。

※下表以外の実施日は、市ＨＰで確認できます。
【受診料】100円（喀痰検査希望の方は200円追加）
【検診結果】個別に通知
※ボタン・金属のついた肌着は身につけないでください

11 月 4 日（木）
9:00-9:20 石川酒店 11:30-12:00 長田公民館

9:40-9:55 粕田寺分公民館13:15-13:30 柳林公民館

10:15-10:35 大沼公民館 13:50-14:25 コジマNEW真岡店
第 3 駐車場

10:55-11:15 中村保育所 14:45-15:10 並木町公民館
11 月 5 日（金）

9:00-9:30 TSUTAYA真岡店 11:20-11:40 下大田和コミュニ
ティセンター

9:45-10:05 亀山公民館 13:00-13:20 下籠谷公民館

10:20-10:35 徳和鋼材
西側駐車場 13:35-13:50西郷第三公民館

10:50-11:05 セブンイレブン
真岡下籠谷店 14:05-14:35 寺久保公民館

問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

市HP

市民市民
講座講座 ディンプルアート教室
　プラスチック板の上に特殊な絵の具を塗り、乾
くとステンドグラスのような作品に仕上がります。
ティッシュケース・ハガキケースなどを作ります。
【とき】11/16、12/21、1/18、2/15、3/15
　（各火曜日、全 5回）午前 10時～正午
【ところ】市公民館大内分館　
【対象】市内在住または勤務の方 先着 15人
【持ち物】エプロン
【受講料】1回 1,500 円程度（材料代）
【申し込み】10月23日（土）から、下

記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）
【その他】託児施設はありませんので、

お子さま連れの参加はご遠慮ください。
問 市公民館大内分館 ℡82-2704（日・月・祝日休）

防災ラジオ防災ラジオ休日販売休日販売をを実施実施しますします
1世帯または 1事業所につき 1台目
◎75歳以上の方のみで構成される世帯…1,000 円
◎その他の世帯や事業所…………………3,000円
2 台目以降は、1台につき………………9,900円
【とき】10月 24日（日）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
※毎月第 4日曜日に休日販売を実施しています。
【ところ】市役所本庁舎 1階ロビー
【持ち物】代理購入の場合は、代理人の
　身分証明書（免許証等）が必要です。
【その他】平日は市役所本庁舎 2階くらし安全課

窓口、二宮支所窓口で販売しています。
問 くらし安全課危機管理係 ℡ 83-8396

います。


