
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

返却忘れの本・視聴覚資料は返却忘れの本・視聴覚資料は
ありませんかありませんか

　借りてからまだ返却していない本や、視聴覚資料
はありませんか。図書館の本や雑誌、ＣＤ・ＤＶＤ、
ビデオなど、ご自宅にありましたら、処分せずに返
却してください。真岡市立図書館・西分館・二宮分
館の図書室のどこに返却してもかまいません。
　また、休館日や閉館後は返却ポストがありますの
で、ご利用ください。
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

3 月3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 14日（金） H25年 10月 5日
　～ 10月 31日生

9カ月児健診 13日（木） H25年 5月 13日
　～ 5月 31日生

1歳 6カ月児健診
7日（金） H24年 7月 19日

　～ 8月 11日生

28日（金） H24年 8月 12日
　～ 8月 31日生

3歳児健診 11日（火） H23年 2月 9日
　～ 2月 28日生

2歳児歯科検診 24日（月） H24年 3月生

【受付時間】午後 1時 10分～ 40分
　※健診は約 2時間かかります。
【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、歯ブラシ（歯科検診）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

3 月の「子育て相談」
【とき】12日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター
【内容】①育児相談・栄養相談（要予約）　②身長・
　体重測定（予約不要）【持ち物】母子健康手帳

【問い合わせ】
　健康増進課母子健康係☎83-8121 FAX83-8619

離乳食教室離乳食教室 3回食に向けての進め方3回食に向けての進め方

【とき】3月 20日（木）
　午前 10時～ 11時 15分
（開始 10分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 25年 6～ 7月生まれで、離乳食が 2回
　食になっているお子さんと保護者　先着 15組　
【内容】講話「離乳食の進め方」（試食あり）、「赤ちゃ
　んの予防接種と健康」
【持ち物】母子手帳、こどもの健康Book、筆記用具
【申し込み】2月 28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

すこやか赤ちゃん教室
【とき】3月 13日（木）午前 10時～ 11時 15分
　（開始10 分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成25年 12月生まれの
　乳児とその保護者　先着 15組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「予防接種の進め方」
　ほか
【持ち物】母子手帳、筆記用具、バスタオル 1枚、
　こどもの健康Book
【申し込み】2月 28日（金）午前9時から電話受付

3 月の情報センター講座
①初めてのホームページ作成講座･･･先着 5人
【とき】8日（土）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】ローマ字入力および Windows の基本操作
　ができ、ご自宅でインターネットが使える方
【内容】ホームページを作るための基礎知識を学びます。
② Excel2007 基礎講座･･･先着 10人
【とき】12日（水）～14日（金）
　午後 7時～ 9 時
【対象】マウス操作や文字入力ができ、
　ワープロ操作の経験者
【内容】データ入力方法、関数、表・グラフの作成、
　集計、抽出、並べ替えなどを学びます。
③インターネット・メール基礎講座･･･先着 10人
【とき】16日（日）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】文字入力およびWindowsの基本操作ができる方
【内容】webページの表示方法、お気に入りへの登録など
＜①②③共通＞【受講料】無料【申し込み】電話
受付のみ【対象】市内在住または勤務の高校生以上

【申し込み・問い合わせ】2/21（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

3 月の3月の
子育て支援センター＆サロン
【子育て支援センター・子育てサロン開設日】

と　こ　ろ   開設日・時間

子育て支援センター 月～土（祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

子育てサロン西分館
（市公民館真岡西分館）

火～金（祝日は除く）
午前9時～正午、午後 1時～午後 5時

子育てサロン大内分館
（大内農業構造改善センター）

4日･18日（火）午前9時～正午
おはなしビックリばこ午前10時30分～

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

5 日 ･19 日（水）
午前 9 時～正午

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

6日・20日（木）午前9時～正午
親子たいそう1・2・3午前10時30分～

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

7日・14日（金）午前9時～正午
ものづくりタイム午前10時30分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（3・11・13日、
土・日曜・祝日は除く）
子育て広場：午前 9時～正午
子育て相談：午後 1時～ 3時

【子育て支援センターの行事予定】
1日（土）午前 10時 30分～ 芸楽座ひなまつりコンサート
3日（月）午前 10時 45分～ 子育て健康相談
25日（火）午前10時 45分～ リズムで遊ぼう

【問い合わせ】子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
【にのみや保育園子育て支援センターの行事予定】
7日（金）12日（水）14日（金）19日（水）午前11時～正午 体育あそび
5日（水）午前 11時 30分～ 管理栄養士の先生とほっとなひととき

【問い合わせ】にのみや保育園☎73-2200 FAX74-2611
【子育てサロン西分館の行事予定】
27日（木）午前 10時 45分～ 絵本の読み聞かせ

【問い合わせ】子育てサロン西分館☎84-6781FAX84-6936
エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室

【とき】3月 5日（水）
《エンゼル広場（施設開放）》午前 9時 30分～11時
《もしもしテレフォン相談室》午後 1 時～4時
【ところ ･連絡先】
真 岡 保 育 所 ☎82-2200 中 村 保育所 ☎82-4003
西田井保育所 ☎83-1043 物 部 保 育 所 ☎75-0305
西真岡保育園 ☎84-1313 真岡めばえ保育園 ☎ 82-3955
萌 丘 東 保 育 園 ☎ 82-1437 西真岡第二保育園 ☎ 80-1760
にのみや保育園 ☎ 73-2200 真岡あおぞら保育園 ☎82-5347
認定子ども園いちごの杜保育園  ☎ 81-0515　

鬼怒水辺観察センター主催写真展鬼怒水辺観察センター主催写真展
身近な鳥・トンボの写真身近な鳥・トンボの写真
　身近な生き物たちのいきいきとした写真を展示し
ています。入場料は無料です。
【とき】2月 9日（日）～ 3月 23日（日）のうち、【とき】2月 9日（日）～ 3月 23日（日）のうち、
　水・土・日曜・祝日　午前 9時～午後 3時　水・土・日曜・祝日　午前 9時～午後 3時
【ところ】鬼怒水辺観察センター隣【ところ】鬼怒水辺観察センター隣
　（国土交通省インフォメーションセンター）　　（国土交通省インフォメーションセンター）　
【問い合わせ】根本山自然観察センター　　
　☎83-6280  FAX 83-4624  （月曜・祝日の翌日休み）

第 38回第 38 回  
市民芸能チャリティ－ショー市民芸能チャリティ－ショー
　真岡市文化協会会員による邦楽、舞踊、吟詠、民
謡、ダンス等の発表会です。この収益金は市の教育
と福祉に役立てられます。
【とき】3月9日（日）  午前10時開演  （30分前開場）
【ところ】二宮文化会館
【入場料】300円（全席自由）
　前売り券は文化課（公民館内）および二宮文化会
　館で発売中
【主催】真岡市文化協会芸能民舞吟部会、音楽部会、
　舞台部会

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

みんなのひろば

河川清掃ボランティア活動河川清掃ボランティア活動
　五行川および行屋川周辺のごみを拾う「河川清掃ボ
ランティア活動」を実施します。ご協力をお願いします。
【とき】3月 2日（日）　午前 9時 50分集合
　午前 10時～ 11時 30分　※小雨決行
【ところ】総合体育館北側　砂利駐車場
【持ち物等】ごみ拾いのしやすい服装、
　防寒具、雨具、タオル、軍手、長靴
　※ごみ袋は事務局で用意します。
【申し込み・問い合わせ】
真岡の自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
　☎ 84-6781　FAX 84-6936

「普通救命講習会」 「普通救命講習会」 受講者募集受講者募集
　ＡＥＤ（電気ショック）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。受講後、修了証を交付します。
【とき】3月 9日（日）　午前 9 時～正午
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】普通救命講習・再講習合わせて
　先着 30人　【受講料】無料
【申し込み】
真岡消防署救急係 ☎ 82-1029 FAX 83-3764

3月3月のの女性がん検診女性がん検診（集団検診）（集団検診）
　平成 25年度最後の検診です。日程変更・新規申し
込み、予約日に検診を受けられなかった方はご相談く
ださい。集団・施設を併せ、同じ内容の検診は年度内
に１回のみです。
【受付】午後 1時～ 1時 45分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
12 日（水） 総合福祉保健センター

【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診
（頚がん検査） 40歳以上全員

400円

②乳がん検診
（超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 400 円

骨密度検診 同日に①か②を
受診する方 100円

【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

●民話の会「花もめん」第64回「ふるさとの昔ばなし」
【とき】2/21（金）13:30 開演【ところ】真岡市情報
センター 2階マルチビジョンルーム【入場料】無料【演
目】ねずみの相撲、釣り天井、虻の恩返し、やまんば
のお産、金つばきほか【問い合わせ】☎ 82-9574（水沼）
●ガールスカウト入団説明会
ガールスカウトは体験を通して生きる力を育てます。一
緒に活動しませんか。【とき】3/2（日）10:00～12:00【と
ころ】市公民館第2会議室【対象】就学前1年～高校
性の女子【問い合わせ】☎82-2233（村上）
●真岡児童館～子育て支援 3月の予定～
3日（月）保育園のお誕生会をみよう、4日（火）・5日（水）・
6日（木）・11日（火）・12日（水）成長アルバム作り
をしよう、13日（木）子育て相談日（個別）、17日（月）・
18日（火）・20日（木）絵本＆紙芝居の読み聞かせ/
身体測定【時間】10:30～11:30（3日のみ11:00～）【問
い合わせ】真岡児童館☎80-6980
●必ずチェック最低賃金　使用者も、労働者も。
栃木県最低賃金は、平成 25 年 10 月 19 日から時間
額 718 円に改正発効されています。栃木県内の 6の
産業の特定（産業別）最低賃金は、平成 25年 12 月
31日から以下のとおり改正発効されます。【塗料製造
業】時間額 865 円、【はん用機械器具・生産用機械器
具・業務用機械器具製造業】時間額 809 円、【電子部
品・デバイス電子回路、電気機械器具・情報通信機械
器具製造業】時間額 809 円、【自動車・同附属品製造
業】時間額 812 円、【計量器・測定器・分析機器・試
験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用
品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測
器製造業、時計・同部分品製造業】時間額 809円、【各
種商品小売業】時間額 773 円【問い合わせ】栃木労
働局労働基準部賃金室☎ 028-634-9109

【問い合わせ】二宮文化会館（日・月曜・祝日休）
　☎ 74-3373　FAX 74-4007

【とき】2月22日（土）2回上映
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】二宮文化会館
【上映時間】2時間 2分
【入場料】大人（高校生以上）1,000円
　小人（4歳以上）500 円  ※芸術鑑賞会会員　無料
【出演】水谷豊、伊藤蘭、吉岡竜輝ほか

映画映画 「少年Ｈ」

「そして父になる」
【とき】3月1日（土）2回上映
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】二宮文化会館
【上映時間】2時間
【入場料】大人（高校生以上）1,000円
　小人（4歳以上）500 円  ※芸術鑑賞会会員　無料
【出演】福山雅治、尾野真千子、真木よう子、リリー・
　フランキーほか


