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●求職者支援制度による職業訓練生募集
　再就職を希望し、一定要件に該当する求職者の方に
職業訓練を提供します。【ところ】よくわかるパソコ
ン教室陽東校【学科】ビジネスパソコン基礎科【訓練
期間】5/26 ～ 9/25　9:00 ～ 15:40【受講料】無料
【テキスト代】9,534 円【月額駐車場代】2,100 円【申
し込み】最寄りのハローワーク【申込期限】4/30（水）
まで【その他】要件を満たせば訓練期間中に受講給付
金が受給できる場合あり【問い合わせ】よくわかるパ
ソコン教室☎ 028-680-5399（山村）

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

新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
【とき】4月21日（月）午前9時30分から
【ところ】総合福祉保健センター
　 ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】草むしり、大工仕事、屋内外清掃、家事援助など
【その他】入会書類がありますので、4月 18 日（金）
　までに下記へ一度お越しください。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
（二宮地区）（二宮地区）

　生後 91日以上の飼い犬は、生涯 1度の登録と年
1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられていま
す。最寄りの会場で実施してください。
　なお、真岡地区は 5月に実施予定です。詳細につ
いては、後日お知らせします。
【とき・ところ】4 月19 日（土） 

8:30 ～ 8:50 上谷貝公民館
9:00 ～  9:20 野外活動センター
9:30 ～  9:50 谷貝新田公民館
10:00 ～10:20 堀込公民館
10:30 ～10:40 大道泉公民館
10:50 ～11:20 長沼会館
11:30 ～12:00 長島公民館
13:10 ～ 13:40 石島公民館
13:50 ～14:10 程島公民館
14:20 ～14:30 境公民館
8:30 ～ 8:50 上大曽公民館
9:00 ～  9:20 青田南公民館
9:30 ～  9:50 古山公民館
10:00 ～10:20 上江連公民館
10:30 ～10:50 鷲巣公民館
11:00 ～11:20 下大曽公民館
11:30 ～12:00 西木戸公園
13:10 ～ 13:40 どんとこい広場
13:50 ～14:10 大根田公民館
14:20 ～14:30 阿部品公民館

【とき・ところ】4 月20 日（日） 
8:30 ～ 8:40 上物井公民館
8:50 ～  9:10 西物井 1公民館
9:20 ～  9:40 東物井公民館
9:50 ～10:00 阿部岡集荷場
10:10 ～10:30 三谷公民館
10:40 ～11:00 水戸部公民館
11:10 ～11:30 高田公民館
11:40 ～12:00 原分公民館
13:10 ～13:40 二宮保健センター
13:50 ～14:20 JA二宮支店砂利駐車場
8:30 ～ 8:50 横田公民館
9:00 ～  9:10 大和田公民館
9:20 ～  9:40 沖公民館
9:50 ～10:00 北鹿公民館
10:10 ～10:30 西鹿公民館
10:40 ～11:00 桑ノ川公民館
11:10 ～11:20 下原公民館
11:30～12:00 物部会館
13:10 ～13:40 旧二宮公民館跡
13:50 ～14:20 久下田公園

【料金】登録（生涯 1回）3,000 円
注射（毎年 1回）  3,500 円

【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）
【注意】注射料金が今年度から 3,500 円になりました。
　毎年 10月に実施した秋の集合注射は、昨年度か　
ら廃止になりました。狂犬病予防注射は、6月 30日　
までに接種することになっています。今回受けられ　
ない場合は、個別に動物病院で接種してください。
【問い合わせ】環境課環境保全係 ☎ 83-8125 FAX83-5896

　　      キラリ！充実 仲間づくりキラリ！充実 仲間づくり

　     女性学級生を募集　     女性学級生を募集
【内容】料理教室や教養講話など、各地区オリジナル
　の内容で、学級生が学習計画を作成し運営します。
【対象】市内在住または勤務の女性  各地区先着 50人
【申し込み】各地区とも 4月15日（火）から電話で申
　し込みください。
学級名 申し込み・問い合わせ

真岡地区 生涯学習課
（市公民館） ☎ 82-7151

真岡西地区 真岡西分館 ☎ 84-6781

山前地区 山前分館 ☎ 82-2802

大内地区 大内分館 ☎ 82-2704 

中村地区 中村分館 ☎ 82-2902

二宮地区 二宮分館 ☎ 74-0107
※生涯学習課（市公民館）…日曜・祝日休館
　各分館 …日・月曜・祝日休館

真岡市議会真岡市議会
議場コンサート出演者募集議場コンサート出演者募集
　真岡市議会では、平成 26年 6月上旬（6月定例
会）、12 月上旬（12 月定例会）に議場コンサート
を予定しています。
【演奏時間】午前9時 10分～ 9時 40分（30分間）
【申込期限】5月 7日（水）まで
　詳しくは市議会のホームページまたは、議事課に問
い合わせください。
【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176 FAX83-8714

真岡市子ども未来育成事業真岡市子ども未来育成事業

ジュニア育成のための音楽教室ジュニア育成のための音楽教室
開催・参加者募集開催・参加者募集

　真岡市民会館を中心としたジュニア育成関係とし
てヴァイオリン教室と邦楽（琴）教室を開催します。
【とき】6月から 11月まで土曜日の午後（約 10回）
【ところ】真岡市民会館小ホールまたは青年女性会館
【対象】真岡市在住の小学 3年生から高校生
【各教室の詳細】
①ヴァイオリン教室　定員：20人　
　費用：17,388 円（楽器レンタル 2,600 円、テキ
　スト 2,000 円、弓張替 5,400 円、弦セット 4,860
　円、松脂 648 円、湿度調整剤 1,080 円、安全保
　険 800円）
　講師：武蔵野音楽大学 秋田賀文 教授（予定）
②邦楽（琴）教室　定員：15人
　費用：13,816円（楽器レンタル1,296円×6カ月、　
　テキスト2,000円、爪3,240円、安全保険800円）
　講師：沢井箏曲院 和久文子 教授（予定）
【申込期限】5月 30日（金）まで
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

第14回全国障害者スポーツ大会第14回全国障害者スポーツ大会
（長崎がんばらんば大会）派遣選手の募集（長崎がんばらんば大会）派遣選手の募集
【とき】11月 1日（土）～ 3日（月）
【ところ】長崎県
【募集内容】陸上競技、水泳、フライングディスク、
　アーチェリー（身体障がい者のみ）、卓球、ボウ
　リング（知的障がい者のみ）
【応募資格者】以下のすべてに該当する方
　①平成 26 年 4 月 1 日現在で 13 歳以上の身体障
　がい者または知的障がい者 ②栃木県内に現住所を
　有する方 ③原則として第 9回栃木県障害者スポー
　ツ大会（平成 25年 9月実施）に出場した方 ④強
　化練習会等の行事（5回）に全日程参加できる方
【申込期間】4月14日（月）～5月2日（金）

【申し込み・問い合わせ】
福祉課障害者福祉係　☎ 83-8129　FAX82-2340
栃木県障害者スポーツ協会☎028-624-2761（FAX兼）

市民市民
講座講座   書道入門講座  書道入門講座
　基本の点画や楷書を習い、日常の表書き、写経を
書きます。
【とき】5月 1日、8日、15日、22日、29日
　午前 10時～正午（毎週木曜日、全 5回）
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方 先着 25人【対象】市内在住または勤務の方 先着 25人
【受講料】200円（紙代）　【持ち物】書道の道具【受講料】200円（紙代）　【持ち物】書道の道具
【申し込み】4月19日（土）午前8時30分から電話受付【申し込み】4月19日（土）午前8時30分から電話受付
【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）

春春ののこども体操教室こども体操教室
　前回りや後ろ回りなど体操の基礎をしっかり学び
ます。トランポリンを使った楽しい運動もあります。
【とき】5月 17日～ 6月 21日 午後 2時～ 4時
　（毎週土曜日・全 6回）　
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内小学生  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
【申し込み】4月 16日（水）受付開始。
　電話（平日午前 8時 30 分～午後 5 時 15 分）・
　FAX・Eメールで申し込み。定員になり次第締め切り。
【申し込み・問い合わせ】
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
　E ﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp　
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・学年・性別を明記

介護予防介護予防
いきいき体操教室いきいき体操教室

　マットやボールを使用した運動やストレッチ等に
よって、介護予防に取り組む教室です。
【とき】5月 14日（水）から開始
　毎週水曜日（全12回）、午前10時 30分～正午
【ところ】真岡井頭温泉
　※送迎はありません。各自でお越しください。
【対象】以下の条件をすべて満たす市民の方　定員15人
　◇65歳以上で、介護保険サービス対象外の方
　◇筋力の衰えを予防、改善したい方
　◇主治医の了解が得られる方（診断書等は不要）
　◇本プログラムに初めて参加する方
【参加方法】①福祉課へ電話をする。
　②福祉課から送られた申込用紙に必要事項を記入し、
　　窓口に申し込む。（簡単な聞き取りあり）
　③受講決定通知を受け、参加する。
【申し込み・問い合わせ】4/25（金）まで 福祉課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX83-6335

根本山しぜん体験教室 
野の花で生け花をしよう野の花で生け花をしよう

　里山の草花を観察した後、摘んできた花を竹の小
さな花器に生けて楽しみます。
【とき】4月 27日（日）
　午前 9時 30分～正午※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます。（小学 4年生以下
　は保護者同伴）先着 30人　【参加料】無料
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、運動靴、帽子、
　飲み物、クラフトばさみ、筆記用具、定規、古い
　タオル（雑巾）、レジャーシート
【申し込み】4/13（日）午前 8時 30 分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター
 ☎ 83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

すこやか赤ちゃん教室
【とき】5月 8日（木）または 5月 27 日（火）の
　どちらかを選択　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26年 2月生まれの乳児と
　その保護者　各回　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】4月 18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

　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

　両親学級　両親学級ののご案内ご案内
【とき】5月 10日（土）
　午前9時30分～11時30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】市内在住の夫婦（おおむね妊娠20週以降）
　先着15組
【内容】赤ちゃんのお風呂、妊婦疑似体験など
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具

【申し込み・問い合わせ】4/18（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619


