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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事業とし
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：15,160 円（楽器レンタル 2,600 円、テキ
　スト 1,100 円、弓張替 5,400 円、弦セット 3,880
　円、松脂 520 円、湿度調整剤 860 円、安全保険
　800円）
　講師：武蔵野音楽大学大学院 秋田ふみ氏（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

5 月5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 16日（金） H25年 12月 17日～H26年1月9日生

9カ月児健診 9日（金） H25年 7月 1日　～ 7月 22日生

1歳 6カ月児健診
23日（金） H24年 9月 21日　～ 10月 10日生

30日（金） H24年 10月 11日　～ 10月 31日生

3歳児健診 13日（火） H23年 4月 14日　～ 4月 30日生
2歳児歯科検診 26日（月） H24年 5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。

5 月の「子育て相談」
【とき】14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

犬の飼い主の皆さまへ犬の飼い主の皆さまへ

マナーを守って飼いましょうマナーを守って飼いましょう
　最近、犬の飼い方のマナーについての苦情が増え
ています。公園の砂場や遊具付近で犬がフンや尿を
すると、不衛生であり、かつ悪臭が発生し、遊ぶ子
どもたちの健康を害する恐れがあります。フンや尿
は公園内でさせないようにお願いします。
　また、公園内でリードを外すと、他の利用者に迷
惑をかけますので、必ずリードをつけて散歩してく
ださい。

【問い合わせ】都市計画課 ☎ 83-8724

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】5月 8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

はじめての里山遊び 
どこでも草花遊びどこでも草花遊び

　どこでも気軽に楽しめる簡単な草花遊びをします。
【とき】5月11日（日）
　午後1時30分～2時30分　※雨天決行
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】小学生（小学 4年生以下は保護者同伴）　
　先着 15人　【参加料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、運動靴、帽子、飲み物
【申し込み】4月26日（土）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・祝日の翌日休み）

新しい自分に会いに行こう
栃木県次世代人材づくり事業栃木県次世代人材づくり事業
　地域で活躍するリーダーを目指しませんか。青年
リーダー、女性リーダーの研修参加者を募集します。
【とき】平成26年7月13日（日）～平成27年2月8日（日）
　延べ 11日間 ( うち県外、県内研修を含む )
【参加資格】（平成 26年 4月 1日現在）
　青年リーダー：満 18 歳以上 40 歳未満の男女　
　　※全日制高校生除く、県外学生含む
　女性リーダー：満 30歳以上 66歳未満
【募集人数】青年リーダー、女性リーダー各 2人
【内容】＜基礎研修＞地域で活躍するリーダーとして
　必要な能力を身につけます。＜応用研修＞青年リー
　ダー育成部門と女性リーダー育成部門に分かれて、
　それぞれに合わせたプログラムを行います。座学や
　グループワークに加え、県外研修を行います。
【参加料】県と市で負担しますが、研修時の食事代
　等で多少の実費負担が生じます。
【応募方法】申し込み先に用意してある申込書と、　
　小論文（800 字以内）を下記まで提出してくだ
　さい。
【募集期限】 5 月 23日（金）まで

【申し込み・問い合わせ】（日曜・祝日休み）
　生涯学習課女性青少年係 ☎82-7151 FAX83-4070

　 5月 5 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】7日（水）17日（土）午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館 1階研修室女性室
【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

≪5月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

9日（金）   9:30 ～ 16:00 真岡市役所（東側駐車場）

16日
(金 )

  9:30 ～ 11:30 JAはが野 本店
13:00 ～ 15:00 福田記念病院・真岡中学校
15:40 ～ 16:40 東京電力真岡営業センター

22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

ゴールデンウィーク限定クラフトゴールデンウィーク限定クラフト
どんぐりの木に絵を描こうどんぐりの木に絵を描こう
　根本山産のどんぐりの木の板に、ポスターカラーや
絵の具で、自由に好きな絵を描いてみましょう。出来
上がると、コースターやネームプレートにもなります。
【とき】5月 3日（土）～ 5日（月）
　午前 9時～午後 3時　随時受付    【参加料】無料
【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 )
　1日一人1枚　各日先着50人

《真岡市接骨師会》5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
  3日（土）春原整骨院 80-0072   4日（日）岩崎整骨院 74-2903
  5日（月）なかた整骨院 81-3152   6日（火）武田整骨院 82-2211
11日（日）磯整骨院 81-5331 18日（日）片岡整骨院 84-5252
25日（日）松下整骨院 82-1198

第25回第 25回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】4月27日（日）午前8時～11時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【内容】北海道産特大ジャガバター、豆腐・ガンモ
など手作り品販売、市場特製焼きそば、お好み焼き
などの軽食販売
＜今月の目玉＞
　◆10 時より模擬せり開催
　◆春野菜、銀鮭、鰹、
　　小玉スイカ 特価
　◆1,000 円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
　　(数量限定 )
　安心・安全な商品をご提供いたしますので、多くの皆
様のご来場をお待ちしております。

【問い合わせ】地場野菜出荷者募集中
   公設芳賀地方卸売市場協力会 ☎82-8585  FAX 84-0225

みんなのひろば

●真岡児童館～子育て支援～（4月の日程）
　25 日（金）子育て相談日（個別）、28 日（月）・
30 日（水）絵本＆紙芝居の読み聞かせ /身体測定、
10:30 ～ 11:30【問い合わせ】真岡児童館☎80-6980

●仮称「芳賀・真岡マラソン大会」名称募集
　平成 26 年 12 月 21 日 ( 日 ) に開催を予定してい
る仮称「芳賀・真岡マラソン大会」の名称を募集し
ます。【応募資格】どなたでも応募できます。【応募
期限】4月 30 日まで【その他】応募規定等詳細は下
記の事務局ホームページ等でご確認ください。【応募
先・問い合わせ】仮称「芳賀・真岡マラソン大会」実
行委員会事務局 ( 益子町生涯学習課スポーツ振興係
内 ) 〒 321-4217 芳賀郡益子町大字益子 3667-3 ☎
70-2727 FAX72-3453 E メ ー ル sport@ms.town.
mashiko.tochigi.jp 益子町公式ホームページ http://
www.town.mashiko.tochigi.jp/

親子ショートテニス親子ショートテニス
（プレイ＆ステイ）教室（プレイ＆ステイ）教室

　スポンジボール等を使ったショートテニスで、テ
ニスの基礎を親子一緒に楽しく学びます。
【とき】5月31日～6月 28日（毎週土曜日、全5回）
　午後 2時 30分～ 4時 30分　
【ところ】武道体育館 2階アリーナ
【対象】市内小学生とその保護者
　 先着 15組 (30 人程度）
【参加料】無料
【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 30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】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号、学年、性別を明記

料金無料
秘密厳守 ５月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など     13日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望     13日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※5/2（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  13日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

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

 13・20・27日 （火）
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  7日（水）13:30～15:30

【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【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

『総合運動公園』の園路が『総合運動公園』の園路が
使えるようになります使えるようになります

　真岡市総合運動公園の陸上競技場 (サッカー場 )
を除く、園路や屋外トイレ等の施設については、
5月 1日 ( 木 ) から使用いただけます。
※陸上競技場(サッカー場)の使用は6月1日 (日 )
　からです。
　なお、ごみの持ち帰りにご協力ください。
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811

●書道愛好会会員募集
　小学生から幅広い年齢層で楽しく勉強しています。
体験入学は随時募集中です。【とき】第 2・4 土曜日
13：00～ 16：00【ところ】真岡市公民館【対象】初
めて筆を持つ方、基本から学び直したい方【内容】漢字、
臨書、かな、その他ペン字等【会費】大人 月額 2,000
円、 小人 月額 1,000 円【問い合わせ】☎ 82-8663 ☎
080-3404-0945（三浦）

●「こらぼひろば」コラボーレもおかにて開催
　個人登録・久保誠稔さんの作品「動物モチーフのキャ
ラクターの展示会」を行います。【とき】5月11日(日)
まで【問い合わせ】コラボーレもおか☎ 81-5522


