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尊徳尊徳さんのさんの田んぼ田んぼでで
 米作り体験参加者募集 米作り体験参加者募集
　二宮尊徳が生きた江戸時代に近い形で、無農薬の
米作り体験をしませんか。　　　　　　　
【年間プログラム】全５回
　① 5月 27日（日）田植え
　② 7月 1日（日）草とり
　③ 8月 5日（日）かかし作り ※かかしコンテスト予定
　④ 9月 30日（日）稲刈り ･おだがけ
　⑤11月 4日（日）収穫祭
　※稲の生育状況や天候等により日程変更あり
【ところ】国指定史跡 桜町陣屋跡内「報徳田」
【特典】無農薬有機米３～５kg（収穫量により変動あり）
【対象】全5回中 3回以上参加できる方　定員50人
　※小学生・幼児は保護者同伴（ただし幼児は参加
　　料無料で特典の収穫米なし）
【参加料】大人 3,000 円　小学生 1,000 円
　（活動の傷害保険、材料代など）　
【応募方法】4月 26 日（木）までに、電話または
　FAX で、住所・氏名・連絡先・参加人数を下記
　へ申し込みください。（応募多数の場合は抽選）
　参加者には 5月半ばまでに案内状を送付します。
【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化財係　☎ 83-7731 FAX83-4070　

　　　　　

4月4月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診
5日（木） H29年 11月 1日～ 11月 25日生

20日（金） H29年 11月 26日～ 12月 12日生

9カ月児健診 6日（金） H29年 6月 1日～ 6月 26日生

1歳 6カ月児健診 13日（金） H28年 9月 1日～ 9月 27日生

3歳児健診
10日（火） H27年 3月 1日～ 3月 28日生

24日（火） H27年 3月 29日～ 4月 16日生
2歳児歯科検診 23日（月） H28年 4月生

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】予診票、母子健康手帳、健やか親子 21　
　設問票（4カ月・１歳6カ月・3歳健診対象者のみ）、
　歯ブラシ・タオル（歯科検診のみ）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。
4 月の「マタニティ・子育て相談会」4 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】11日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター

育児相談 母乳・ミルク相談
要予約

子どもの栄養相談 妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳　
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎83-8121 FAX83-8619

第 53回こらぼ茶話第 53回こらぼ茶話
  苺ジャムを作ってみよう苺ジャムを作ってみよう
　添加物のない苺ジャムを作り、健康について考えます。
【とき】4月 19日（木）午前 10時～午後 1時
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】市内在住、通勤・通学されている方　先着14人
【参加料】500円（材料代）
【持ち物】厚手の鍋、持ち帰り用の容器、
　エプロン、マスク、三角巾、タオル
【講師】特定非営利活動法人 ま・わ・た 会員
【申し込み】下記の窓口、電話、FAXにて申し込み
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか（月曜・祝日休）
　☎ 81-5522 FAX81-5558

1

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
  ガイドツアー【4 月】ガイドツアー【4 月】

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、4月 15 日の仏生寺の御開帳にあわせて、ガイ
ドツアーを実施します。市内在住の方も、地元を知
る良い機会となりますのでぜひご参加ください。
日　時 ガイド内容

15日（日）
10:00～　
　　11:30  

『仏生寺』　
日光を開山した勝道上人誕生の地と伝え
られている仏生寺について学ぶツアー

【集合場所】仏生寺　※現地集合、現地解散
　　　　　  （開始時間 10分前集合）
【募集人数】20人
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】要予約、開催日3日前までに下記へ申し込み
【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

真岡市まちかど美術館真岡市まちかど美術館
市民ギャラリーNPO法人イデア・スポーツ・コミュニティ市民ギャラリーNPO法人イデア・スポーツ・コミュニティ
ちぎり絵作品展示会 ちぎり絵作品展示会 ～新聞紙の舞踏会～～新聞紙の舞踏会～
【期間】4月 13日（金）まで
　午前9時～午後6時【入館料】無料
【ところ】まちかど美術館
　（田町 2203 番地 1）
　※駐車場は福原書店向かい側の中央商店街（まち
　なか保健室田町館）駐車場をご利用ください。
【休館日】毎週火曜日、3月28日（水）～31日（土）
【問い合わせ】文化課文化振興係☎83-7731 FAX83-4070

真岡ＤＣ真岡ＤＣ（デスティネーションキャンペーン）（デスティネーションキャンペーン）

オープニングイベントオープニングイベント
【とき】4月8日（日）　午前 10時～午後 3時 
【ところ】ＳＬキューロク館
【問い合わせ】商工観光課観光係
　☎ 83-8135 FAX83-0199　

第59回第59 回市場開放デー開催市場開放デー開催
【とき】3月 25日（日）　※雨天決行
　午前 8時～ 商品が無くなり次第終了 
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475番地）
【内容】人気の鮭、春野菜、旬の柑橘類の販売。特製
イカ入り焼きそば、北海道特大じゃがバター、手
作り豆腐・ガンモ等の販売。しじみ汁の無料配布。
1,000 円以上購入で粗品プレゼント（数量限定）

【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX84-0225

市営住宅入居者随時募集市営住宅入居者随時募集
　2月の定期募集で申し込みのなかった部屋につい
て、随時募集を行います。
【受付期間】3月 23日（金）～ 4月 19日（木）
　※土・日曜日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分
【募集部屋】詳細は、建設課まで問い合わせください。
【家賃】入居する部屋ごとに、収入や家族数により
　異なります。
【申し込み】市役所建設課において、申込書を配布
しますので、必要事項を記入のうえ、関係書類を
添えて下記へ申し込みください。
　※申し込みについては先着順での受付となります。
【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係 
　☎ 83-8694 FAX83-6240　

イノシシイノシシのの駆除駆除をを実施実施
　農作物被害防止のために、イノシシの駆除を実施
しますので、ご理解とご協力をお願いします。
【期間】4月 1日（日）～平成 31年 3月 31日（日）
　※駆除を実施しない期間：7月 21日（土）～
　　9月 2日（日）、9月 20日（木）～ 26日（水）
【ところ】根本山周辺、小貝川東部地区（青谷、君島、
　南高岡、道祖土、三谷、水戸部、阿部岡）
【内容】わなを主体とした駆除です。わなの近くに
　表示板やわな表示票がありますので、付近では十
　分ご注意ください。
【問い合わせ】ＪＡはが野真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　　　　　　 ＪＡはが野二宮地区営農センター ☎74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137  FAX83-6208

市農業委員会委員の公募市農業委員会委員の公募
　農業委員欠員補充の推薦および公募による募集を
行います。
【募集人数】1人　
【報酬】月額 41,000 円
【任期】平成30年6月25日～平成32年7月19日
【業務内容】①農地の権利移動や転用に係る許認可業務 
②農地等の利用の最適化の推進に係る業務
　③その他農業委員会が必要と認める活動
【受付期間】3月 26日（月）～ 4月 19日（木）
　土・日曜日は除く（午前8時30分～午後5時15分）
【募集要項】真岡市農業委員会委員募集要項
【推薦・応募方法】募集要項の規定の様式に必要事項を
記入し、住民票の写し等の書類を添えて下記窓口へ提出
　◆農業委員の応募用紙
　様式1: 農業委員推薦届（個人による推薦）
　様式2: 農業委員推薦届（法人または団体による推薦）
　様式3：農業委員応募届
　記入例：農業委員推薦・応募届 
【申し込み・問い合わせ】  〒 321-4395
　真岡市荒町5191 農業委員会事務局
　☎ 83-8742 FAX83-0199

市有地の公売市有地の公売（並木町・久下田西）（並木町・久下田西）
【売却方法】一般競争入札
【入札日】4月 25（水）
【申込期間】3月 28日（水）～ 4月 18日（水）
※詳細は市ホームページをご覧ください。
◆地番・面積◆
　並木町 3-13-6　　 1566.35 ㎡
　久下田西 4-73-1　　301.26 ㎡
　久下田西 4-73-3　　219.31 ㎡
【申し込み】ホームページ掲載の市有地売却一般競争
入札参加申込書を企画課まで提出してください。

【申し込み・問い合わせ】企画課管財係
　☎83-8103 FAX83-5896

市民市民
講座講座

春を彩る
ハンギングバスケット講座

　根付の草花をスリットバスケットの
中に植え込み掛ける吊るす等の方法で、
お庭の無い方でも季節の花々を楽しむ
ことができる空中花壇です。
【とき】4月 21日（土）午後 1時 30分～ 4時
【ところ】市公民館真岡西分館（真岡西中学校となり）
【対象】市内在住または勤務の方　20人（定員超抽選）
【受講料】3,500 円（材料代）
【持ち物】汚れてもいい服装（エプロン）、
　帽子（持っている人のみ）
【申し込み】3月31日（土）までに、下記窓口または
電話・FAXで受付（午前8時30分～午後5時15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

 すこやか赤ちゃん教室
【とき】4月12日（木）午前9時50分～11時15分
　（受付：午前 9時 45分まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成30年1月生まれの乳児と保護者 先着17組
【内容】ベビーマッサージ、講話「赤ちゃんとの　
日常生活・産後ママの体のケア」ほか
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】3月30日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

室室室室室
分

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 10日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 10日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※3/30（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

10日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

3、10、17、24日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  3日（火）  9:30 ～11:30
【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 4 月の各種相談日

4月4月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

とき 内容（主催） 参加料
1日（日）午前11時～、
15日（日）午後2時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

5日（木）、19日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

7日（土）、21日（土）
午後 2時～

子ども将棋教室
（真岡市将棋連合会）無料

8日（日）
午前 10時～

切り絵
（スマ切り絵クラブ）

500
円

12日（木）、26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（久保記念観光文化交流館内）
　※ 15日（日）の「うたごえ喫茶」は、会場が市民
　　“いちご”ホール（市民会館）小ホールになります。

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館


