
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/

【とき】2月 15日（日）
　①午前 10時～　②午後 2時～
【ところ】真岡市民会館 大ホール
　（真岡市荒町 1201）
【入場料】500円（3歳以下は無料、
ただし抽選対象外）

【前売券販売】現在販売中
　2月 14日（土）まで販売
・市公民館（生涯学習課）日曜・祝日を除く
・真岡西分館（真岡西中学校西側）日・月曜・祝日を除く
・山前分館（山前改善センター）日・月曜・祝日を除く
・大内分館（大内改善センター）日・月曜・祝日を除く
・中村分館（中村改善センター）日・月曜・祝日を除く
・二宮分館（二宮コミュニティセンター内）日・月曜・祝日を除く
【当日券】真岡市民会館で販売
　※芸術鑑賞会員の割引対象外です
【主催】真岡市子ども会育成会連絡協議会
【申し込み・問い合わせ】8:30 ～17:00（日曜・祝日休）
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX 83-4070

映画映画
親子ふれあい映画会

「STAND BY MEドラえもん」

真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業

ディスクゴルフ教室ディスクゴルフ教室
　フリスビーのような用具を使って行う軽スポーツで
す。全国大会に出場経験のあるディスクゴルフのスペ
シャリストが、どなたでも楽しめるよう指導します。
【とき】2月 28日（土）午後 1時～ 3時
【ところ】総合運動公園陸上競技場
　（雨天時：山前分館多目的ホール）
【対象】5・6歳児から高齢者の方まで　先着 30人
【参加料】1人200円（当日会場でお支払いください）
【申し込み】2月 26日（木）まで
　電話（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　またはＦＡＸ・Eメールで申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
 真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
 （スポーツ振興課内）☎ 84-2811  FAX 84-6258
※FAX・Eメールの場合は氏名・住所・電話番号、学年（年齢）、性別を明記

認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】2月 18日（水）
　午前 9時 30分～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター
　202会議室
【対象】認知症に関心のある市民の方【受講料】無料
【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 FAX83-6335

≪2月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

9日
(月 )

  9:45 ～ 12:30
真岡市役所

14:00 ～ 16:00

13日
(金 )

  9:00 ～ 10:00 真岡警察署
10:30 ～ 11:30 栃木県真岡土木事務所
13:30 ～ 14:30 英工業
15:10 ～ 16:30 真岡信用組合本店

24日
(火 )

12:00 ～ 14:30 県東健康福祉センター
15:15 ～ 16:30 栃木県芳賀庁舎

【問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

2 月に 70 歳を迎える方へ2月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券が利用できますが利用できます

　2月に70歳になる方、および今年度まだ温泉券を
受け取っていない方に、温泉券をお渡ししています。
下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 20年 2月 28日以前に生まれた方）　
【ところ】福祉課高齢者福祉係、二宮支所福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（交付窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。2月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 2枚（2月～ 3月分）です。
【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係 ☎83-8195 FAX82-2340

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
ます。入場料は無料です。
【とき】2月 8日（日）～ 3月 22日（日）のうち、【とき】2月 8日（日）～ 3月 22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】鬼怒水辺観察センター
☎84-6439（月・火・木・金曜休み※祝日除く）

農作業農作業のことならのことなら農業公社農業公社へへ
　真岡市農業公社では、農作業の
ことで困っている方のために、水
稲の耕起・代かき・田植えなど、
春期農作業の委託申し込みを受け
付けています。
【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考
（ほ場条件等により異なります）
【申し込み・問い合わせ】※ 2月27日（金）締切
　農業公社（真岡市農業振興センター内）
　☎ 83-9931  FAX 83-8911
　ホームページ http://www.moka-apc.or.jp/

平成 27 年度
点字講習会受講者募集点字講習会受講者募集

【とき】平成27年 4月 5日～平成 28年 3月 20日
のうち毎月第 1・3日曜日　午前 10時～正午

【ところ】総合福祉保健センター 点字点訳室
【対象】市内での活動を通じ、視覚
　障がい者を理解し、交流を深める
　ことを望む方　先着 10人
【受講料】無料
【申し込み】下記へ電話で申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
　社会福祉協議会  ☎ 82-8844  FAX 82-5516

平成 26年 12 月 1日から平成 26 年 12 月 1日から
「児童扶養手当法」「児童扶養手当法」のの一部一部がが改正改正になりましたになりました
　これまで公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、
労災年金、遺族補償など）を受給する方は、児童扶養
手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以
降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差
額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
【新たに受給するための手続き】児童扶養手当を受
給するためには、ご本人の申請が必要です。

【支給開始月】手当は申請の翌月分から支給開始とな
ります。ただし、これまで公的年金を受給していた
ことにより児童扶養手当を受給できなかった方のう
ち、平成26年12月1日に支給条件を満たしてい
る方が、平成27年3月までに申請した場合は、平
成26年12月分の手当から受給できます。詳しい
内容は児童家庭課までお問い合わせください。

【申請先・問い合わせ】児童家庭課児童家庭係☎83-8131

11 月から医師による相談窓口を開設しました

子宮頸がんワクチン相談窓口子宮頸がんワクチン相談窓口
　子宮頸がんワクチンは、接種後原因不明の体の痛
みなどの症状が相次いだため、平成 25年 6月から
積極的な接種の呼びかけを中止しています。
　その後の厚生労働省の専門部会において、ワクチン
そのものが原因ではないという見解がまとめられまし
たが、現在もはっきりした原因は解明されていません。
　このため、厚生労働省では、症状に悩んでいる人の
ために電話相談窓口を設置し、専門の医師が症状に応
じた適切な治療を受けられるよう相談に当たります。

■子宮頸がんワクチン窓口相談
【電話】0263-37-2050（厚生労働省委託業者）
【時間】午前9時～午後9時（祝祭日・年末年始を除く）

　また、接種後に痛みや運動障害などの症状があった場
合は、かかりつけ医療機関を受診してください。専門的
な治療が必要な場合には県内協力医療機関である自治
医科大学付属病院、獨協医科大学病院に紹介されます。

プラネタリウム2月プラネタリウム2月のの案内案内
【とき】7・14・21・28日（各土曜日）
　※ 7日は午前のみ投影
　午前 11時～、午後 1時 30分～
【内容】当日の星空解説、冬番組「おたすけじぞう」
（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

利用しましょう！利用しましょう！
女性がん検診無料クーポン券女性がん検診無料クーポン券
　次の年齢の方は、クーポン券の利用
で年度内 1回に限り、真岡市で実施し
ている女性がん検診（子宮頸がん・乳
がん）の自己負担金が無料になります。
　対象者には昨年 5月末に無料クーポン券をお送
りしてあります。実施期限がありますのでお早目の
受診をお願いします。
【無料クーポン券の該当年齢と対象となる検診】
年齢 生年月日（H: 平成、S: 昭和） 検診
21 H   5．4．2～ H   6．4．1 子宮頸がん
41 S 48．4．2～ S 49．4．1 乳がん

【実施期限】2月 28日（土）まで
【対象】市が実施している女性がんの集団検診・施設検診
【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76回「ふるさとの昔ばなし」
【とき】2/20（金）13:30開演【ところ】真岡市情報センター
3階第１研修室【入場料】無料【演目】たから手ぬぐい、
鬼とおひゃくしょうさま、きっちょむさん、牛池、しも
つかれの由来 ほか【問い合わせ】☎82-9574（水沼）
●コラボーレもおかからのお知らせ
　『キルト展』開催
【とき】2/3（火）～ 2/22 日（日）【ところ】二宮コミュ
ニティセンター 2Fコラボーレもおか【問い合わせ】コ
ラボーレもおか☎ 81-5522（月曜・祝日休み）

みんなのひろば

　　　　　　ようこそ、　　　　　　ようこそ、
　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ

　　 2月　　 2月ののモオカの休日モオカの休日
◆ ◆ 荒町寄席荒町寄席  ◆◆

　地域に笑いを届けて 46年。真岡落語研究会が新
たな「街かど寄席」を開催します。
【とき】2月 22日（日）午後 2時開演
【ところ】久保記念観光文化交流館内 観光まちづく
りセンター　【入場料】無料

【主催・出演】冗談法人「真岡落語研究会」
【問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 82-2012（FAX兼）

真岡市男女共同参画社会づくり真岡市男女共同参画社会づくり
市民会議委員市民会議委員をを公募公募しますします
　真岡市では、男女共同参画社会づくり市民会議委
員（任期２年）を公募します。
　この委員の役割は、男女共同参画の啓発や計画の
策定、その他広く市民の意見を取り入れ、男女共同
参画社会づくりを推進することです。
【募集人数・条件】次の条件を満たす方 ４人程度
①市内に在住し引き続き１年以上住所を有する満
20 歳以上の方（平成 27 年 4 月 1 日現在 ※
学生は除く）

②平日昼間の会議に出席できる方（年 2回程度）
【応募締切】3 月 6日（金）必着
【応募方法】任意の用紙に次の①②を記入し、下記宛先
へ郵送（必着）・FAX・Eメールで提出してください。
①住所・氏名・年齢・性別・電話番号・職業・地
域活動の経歴、応募の動機を明記したもの

②「真岡市の男女共同参画社会づくりについて」
の作文（500字程度）

【その他】選考結果については応募者に通知いたし
ます。なお、提出書類は返却しません。

【応募先・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町1201番地
生涯学習課女性青少年係 ☎ 82-7151 FAX83-4070
Ｅメール gakusyuu@city.moka.lg.jp

おとなのクラフトおとなのクラフト
おひなさまを作って飾ろうおひなさまを作って飾ろう

　根本山の雑木を使って、かわいいミニサイズのお
ひなさまを作ります。ゆっくり作りたい方はお弁当
持参でどうぞ。
【とき】2月18日（水）、19日（木）
　午前 10時～　※雨天決行
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】一般の方　各日先着 10人
【持ち物等】軍手、ハサミ、カッター、木工用ボンド、
筆記用具、定規、ピンセット、エプロン

【参加料】無料【参加料】無料
【申し込み】2月 8日（日）から【申し込み】2月 8日（日）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時）　（午前 8時 30分～午後 5時）

◆ ◆ お知らせお知らせ ◆ ◆
　2月 7日（土）の野鳥クラフトの受付は午後1時　2月 7日（土）の野鳥クラフトの受付は午後1時
からになります。（※午前中はレクチャールームでからになります。（※午前中はレクチャールームで
講義を行うため）講義を行うため）
【申し込み・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）


