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みんなのひろば

≪3月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

6日
（木）

  9:20 ～ 10:10 真岡商工会議所

10:40 ～ 11:30 栃木県芳賀庁舎

13:00 ～ 15:00 千住金属工業

15:50 ～ 16:40 常陽銀行真岡支店

20日
（木）  9:30 ～ 16:00 ザ・ビッグエクストラ真岡店

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
☎ 83-8122　FAX 83-8619

《真岡市接骨師会》3月の当番院
当番日 当番院名 電話番号 当番日 当番院名 電話番号

  2日（日）片岡整骨院 84-5252 9日（日）松下整骨院 82-1198

16日（日）海老沢整骨院 84-5489 21日（金）永島整骨院 82-6452

23日（日）武田整骨院 82-2211 30日（日）広沢整骨院 84-1231

　 3月 3 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】5日（水）午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館 1階青年室
【対象】市内在住の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 11cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの
【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室
　 ☎ 83-8157　FAX84-1545

認知症サポーター養成講座
　認知症は誰でも発症する可能性のある病気です。
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
症の方や家族に対する理解者になることです。お気
軽に参加ください。
【とき】3月 12日（水）午前 9時 30分～ 11時　
【ところ】市公民館二宮分館  202会議室
【対象】認知症に関心のある市民の方
【講師】認知症キャラバンメイト
【受講料】無料
　※受講者には、テキスト・オレンジリングを無料進呈

【申し込み・問い合わせ】福祉課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-6335

おお口口
くちく ち

うるおいアップ教室うるおいアップ教室
　「口が渇く気がする」、「食事でむせやすくなった」
などの口のトラブルを放っておくと、食欲の低下、
誤嚥（ごえん）性肺炎等を引き起こす恐れがありま
す。正しいケアの方法を学び、生き生きと過ごせる
ようにしましょう。
【とき】3月 13日（木）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】65歳以上で、口の渇きや軽くむせるなど、
口のトラブルが心配な方  先着10人【参加料】無料

【内容】口の健康と口腔ケアの方法（講師：歯科衛生士）

【申し込み・問い合わせ】
　福祉課地域支援係 ☎ 83-8132 FAX 83-6335

焼き板作りを指導する焼き板作りを指導する
活動指導ボランティア研修会活動指導ボランティア研修会
　小中学生に「焼き板作り」の指導をしてみませんか。
【とき】3月19日（水）　午後1時30分～4時ごろ
【ところ】自然教育センター
【対象】小中学生への焼き板作りの指導者として、　
　平日の昼間に活動できる成人の方　定員 10人
　※各自で本センターまでの往復ができる方に限る。
　（応募者多数の場合は抽選）
【内容】焼いた杉板の炭をた
　わしで落とし、雑巾で磨き、
　ポスターカラーで絵や文字
　を描き、チェーンをつけて
　仕上げる。
【参加料】無料
【持ち物等】汚れてもよい服装、軍手、マスク
【申し込み・問い合わせ】
自然教育センター ☎ 83-1277 FAX 83-1278

プラネタリウム３月の案内
【とき】1日・８日（土）
　午前 11時～、午後 1時 30分～
【内容】当日の星座解説、新番組
　「みみずく探査機ほうほうの旅」（約 50分）
【観覧料】高校生以上 200円、中学生まで 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
　※開始 10分前から入場可（途中入場不可）

【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
植木剪定講習会植木剪定講習会のの参加者募集参加者募集
【とき】3月18日（火）・19日（水）
　午前 9時30分～4時
【ところ】井頭温泉チャットパレス
【対象】60歳以上の市民の方　先着 20人
【内容】講義（植木剪定の基礎知識）、剪定実技
【参加料】1,000 円（テキスト代として）
【持ち物等】作業に適した服装、剪定に使用する道
　具類（剪定ばさみ、刈込みばさみ、はしご、ヘル
　メット、安全ベルト等）、昼食（弁当）
【申し込み】3月 10日（月）までに下記へ申し込み
　ください。
【申し込み・問い合わせ】
　公益社団法人　真岡市シルバー人材センター
　☎ 84-1110　FAX 84-1109

≪3月の　　　だより≫
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫
　4・11・18・25日（火）、午前10 時～
　【内容】ジル・シルバン先生の英語での
　　絵本の読み聞かせ
≪映写会≫※入場無料
　8日（土）午後 2時～「うっかりペネロペ うた
　おう あそぼう編」（35分）
　18日（火）午後 2時～「パヴァロッティ リサイ
　タル」  （84 分）
≪館長の読み聞かせ≫ 8日（土）午後１時30分～
≪絵本の読み聞かせ≫ 20 日（木）午後 3時～
　【内容】三つ子の魂育成推進室による読み聞かせ
≪おはなしの森≫ 15 日（土）午後 2時～
　【内容】ひばりの会による紙芝居や読み聞かせなど
≪スタッフの読み聞かせ≫ 28日（金）午後3時～
≪新着本≫
　一般書『先生と私』佐藤優、『「家族」難民』山
　　田昌弘、『いくつになっても』渡辺淳一、『鉄童
　　の旅』佐川光晴、『欲と収納』群ようこ
　児童書『時計がわかる本』矢玉四郎、『世界の不思
　　議な野菜』湯浅浩史、『すてもる』はやみず陽子、『ひ
　　とりでおとまりしたよるに』フィリパ・ピアス

第 4回　春のカルタ大会第 4回　春のカルタ大会
　百人一首や栃木カルタで遊びます。
【とき】3月23日（日）
　午後2時30分～3時30分
【ところ】図書館2階会議室
【定員】先着16人　【参加料】無料
【申し込み】3月4日（火）から電話または窓口で受付。

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

公民館二宮分館図書室公民館二宮分館図書室

≪キャンドルの会≫ 8日（土）、午前10 時～
　【内容】みんなであそぼう（ゲーム・その他）

【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（月曜・祝日休）

図 書 館
図 書 室

あなたも『広報もおか』に出てみませんかあなたも『広報もおか』に出てみませんか
　毎月発行している「広報もおか」の連載コーナーにご協力いただける方を、随時募集しています。

コーナー 内　　容

①わが家の天使たち
（裏表紙）

【内容】お子さんの写真とお父さん・お母さんからのひと言を紹介
【対象】市内在住で、子育て奮闘中のお父さん・お母さん（お子さんが 0歳～ 6歳くらい）
【ご用意いただくもの】お子さんの紹介等（80字程度）、お子さんの写真 1枚

②あの日あのころ
（14ページ）

【内容】思い出に残る体験を紹介
【対象】市内在住で、現在も元気に活躍中の高齢者の方（おおむね 80歳以上の方）

③笑顔をさがして
（裏表紙）

【内容】市内で活躍する若者を紹介
【対象】市内在住で、18歳～ 35歳くらいで未婚の方（男女問わず）

※自薦・他薦は問いません。ただし、ご推薦いただく場合は、必ず事前に本人に了解を得て
　からお願いします。
※②、③については、取材による原稿作成と写真撮影を行っています。
※ご協力いただける方が多数の場合は、担当課で選考させていただきますのでご了承ください。

【申し込み・問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100  FAX83-5896  Eメール kouhou@city.moka.lg.jp

●太極拳一九会会員募集
健康増進を目的に太極拳を楽しみましょう。お待ちし
ています。【とき】毎週木曜日13:00～ 15:00【ところ】
スポーツ交流館多目的室②【会費】1,500 円【問い合
わせ】☎ 82-4069（中三川）

●「こらぼひろば」コラボーレもおかにて開催中
第 29 回こらぼ茶話受講者の「2014 年甲午手づくり
年賀状展」を開催しています。【とき】3/9（日）まで【問
い合わせ】コラボーレもおか☎ 81-5522

●「平成25年度動物愛護ふれあい写真展」開催中
【とき】3/13（木）まで（毎週月曜日、祝日の次の日
は除く）9:30 ～ 16:00【ところ】栃木県動物愛護指
導センター愛護館ロビー【展示作品】応募作品全 41

点※ 3/15（土）～ 3/27（木）は、栃木県庁 15 階展
望ギャラリーに場所を変えて展示します。入選作品は
動物愛護指導センターホームページ（http://tochigi-
douai.net/）でも公開しています。【問い合わせ】栃木
県動物愛護指導センター普及指導課☎ 028-684-5458

●1・2級建設機械施工技術検定試験の実施
【学科試験日】6/15（日）【対象】建設機械操作施工
に従事している者【受験手数料】1 級 10,100 円、2
級 10,100 円（1 種別につき）※実地試験は学科試験
合格後、別途手数料が必要【申込期間】3/7（金）～
4/4（金）詳細は下記へ問い合わせください。【問い
合わせ】一般社団法人日本建設機械施工協会試験部☎
03-3433-6141、ホームページ http://www.jcmanet.
or.jp/shiken/index.html

●平成 26年度法務省専門職員（人間科学）採用
　試験のお知らせ
人事院・法務省では、心理学等の専門性を発揮する専
門職員（矯正心理専門職）、少年たちを更生に導く専
門職員（法務教官）、再犯・再非行の防止と社会復帰
のための指導や援助を行う専門職員（保護観察官）の
採用試験を下記のとおり実施いたします。【試験日】
第 1 次試験日：6/8（日）【申込受付期間】■イン
ターネット：4/1（火）9：00 ～ 4/14（月）受信有
効■郵送または持参：4/1（火）・4/2（水）通信日付
印有効【受験資格等】ホームページで確認ください。
http://www.moj.go.jp/【問い合わせ】東京矯正管区
職員課☎ 048-600-1502、関東地方更生保護委員会
☎ 048-600-0181、宇都宮少年鑑別所庶務課☎ 028-
648-5062

みんなでコンサートを楽しもうみんなでコンサートを楽しもう
芸楽座（きらくざ）ひなまつり芸楽座（きらくざ）ひなまつり

コンサートコンサート
【とき】3月 1日（土）
　午前 10時 30分から
【ところ】真岡市子育て支援センター
【内容】クラシックや童謡などの演奏
【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室
　 ☎ 83-8157　FAX84-1545


