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●第 1回たのしい参加型コンサート「どれみふぁ
　ワンダーランド」開催
　【とき】2/21（土）10:30 ～12:00【ところ】二宮コミュ
ニティセンター 3F多目的ホール【参加料】500 円（障
がい者の方の付き添い・家族の方は無料）【問い合わせ】
㈲ケアサポートセンタービスケット（菊地）☎56-3226
●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 26 年 10 月 1日から時間
額 733 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 26 年 12 月
31 日から次のとおり改正発効されます。【塗料製造
業】時間額 875 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 821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 822 円【自動車・同附属品製造業】
時間額 825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821円【各種商品小売業】
時間額 786 円【問い合わせ】栃木労働局労働基準部
賃金室 ☎ 028-634-9109

みんなのひろば

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

受診したことのない方受診したことのない方

肝炎ウイルス検査を受けましょう肝炎ウイルス検査を受けましょう
　集団検診の際に受診の機会を逃して、今までに肝
炎ウイルス検査を受けたことのない方を対象に検査
を実施します。
【とき】3月 13日（金）
　受付時間：午前 8時 30分～ 9時 30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】40歳から 74歳の市民の方で、肝炎ウイル
　ス検査を受けたことがない方（検査を受けたこと
　がある方、肝炎で治療中の方は対象外）
【申し込み】3月 6日（金）まで電話受付【申し込み】3月 6日（金）まで電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係　
　☎ 83-8122  FAX83-8619

3 月3月のの情報センター講座情報センター講座
①Excel2007 基礎講座･･･先着 10人
　【とき】21日（土）午前10 時～午後 5時 30 分
　【対象】マウス操作、文字入力ができるワープロ操
　　作の経験者の方
　【内容】データの入力方法、関数、表・グラフの作成、
　　集計、抽出、並べ替え等など
② PowerPoint 基礎講座･･･先着 10人
　【とき】22日（日）午前10 時～午後 5時 30 分
　【対象】マウス操作、文字入力ができるワープロ操
　　作の習熟者の方
　【内容】PowerPoint2007を使用した
　　プレゼンテーションの作成、画面の
　　切り替え、スライドのレイアウト・デ
　　ザインなど
＜①②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】2/27（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

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 13日（金） H26年 10月 10日　～ 10月 31日生

9カ月児健診 20日（金） H26年 5月 10日　～ 5月 31日生

1歳 6カ月児健診
6日（金） H25年 7月 21日　～ 8月 15日生

27日（金） H25年 8月 16日　～ 8月 31日生

3歳児健診 10日（火） H24年 2月 6日　～ 2月 29日生
2歳児歯科検診 23日（月） H25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】11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

お米をおいしく食べましょうお米をおいしく食べましょう
真岡市産米真岡市産米を使ったを使った花ずし作り花ずし作り
　食卓を彩る華やかな花ずしで、ひな祭りのお祝い
をしてはいかがでしょうか。男性歓迎です。
【とき】2月 26日（木）①午前 9 時 30 分～11時      
　30 分　②午後2時～4 時
【ところ】市公民館真岡西分館 調理室
【対象】市内在住または勤務の方
　各時間先着10人
【内容】真岡市産米を使った花ずし作り（2種）
【参加料】300円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、お持ちの方
　はキッチンバサミ
【その他】巻き簾（巻きずしを巻く道具）をプレゼ
ントします。

【申し込み】2月 23日（月）から電話受付
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市米消費拡大推進連絡協議会事務局（農政課）  
　☎ 83-8137  FAX 83-6208

プロに学ぶ運動と食事プロに学ぶ運動と食事

生活改善チャレンジ生活改善チャレンジ講座講座
　家でもすぐに実践できる“痩せる方法”を体験し
ませんか。短い時間で運動と食事の改善のポイント
が学べる初心者向けのオススメの講座です。
【とき】3月 2日 ( 月 ) 午前 9時 30分～ 11時
　（午前 9時 10分から受付）
【ところ】スポーツ交流館
【対象】体重・脂肪・血糖値・コレ
　ステロールの値が気になる、40
　～ 64歳の市民の方　先着 30人
【内容】講話と実践「ズバリ痩せる運動と食事改善
　のポイント」
【講師】フィットネスインストラクター、管理栄養士、
　保健師
【持ち物等】動きやすい服装、室内用運動靴、飲み物
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX 83-8619

子育て支援センター事業子育て支援センター事業
オピママと遊ぼうオピママと遊ぼう  ひなまつり集会ひなまつり集会
【とき】2月 27日（金）午前 10時 45分から
【ところ】真岡市第一子育て支援センター
【問い合わせ】真岡市第一子育て支援センター
　☎ 84-1545（FAX兼）

真岡の自然を守る会真岡の自然を守る会

河川清掃河川清掃ボランティア活動ボランティア活動
とと自然観察会自然観察会のの参加者募集参加者募集
　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」と「自然観察会」を実施します。
会員以外の方もご協力をお願いします。
【とき】3月 1日 ( 日 ) 午前 10 時～ 11 時 30 分こ
　ろ（午前 9時 50分集合）　※小雨決行
【集合場所】市民会館西側砂利駐車場
【持ち物等】ごみ拾いのしやすい服装、防寒具、雨具、
　長靴、軍手、タオルなど（ごみ袋は事務局で用意
　します）

【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781　FAX 84-6936 （日・月曜・祝日休）

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）
　今年度最後の検診です。女性がん検診をまだ受け
ていない方は、ぜひお申し込みください。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
11 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
（頸がん検査） 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・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

第第332 回2回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】2月22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】ハマグリ、カキ、鍋の材料を取りそろえて
　います／しじみ汁の無料配布／1,000円以上お買
　い上げの方に粗品プレゼント（数量限定）／市場
　特製焼きそば、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
 【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎ 82-8585  FAX 84-0225

　　　　　　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）

市民市民
講座講座

物語に出てくる物語に出てくる
おやつ作り教室おやつ作り教室

　絵本『いちごだいふくちゃん』の読み聞かせと、
いちご大福作りを行います。
【とき】3月 14日（土）午前 10時～正午ごろ
【ところ】市公民館二宮分館 調理室市公民館二宮分館 調理室
【対象】市内在住の小学生までの児童
　先着 14人（保護者同伴可）　
【受講料受講料】250円（いちご大福6個分の材料代）
【持ち物】エプロン
【申し込み】2月24日（火）から電話または窓口で受付

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

『普通救命講習』『普通救命講習』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。
【とき】3月 8日（日）午前 9時～正午
【ところ】にのみや商工会館展示棟（駅前どんとこい広場）
【講習種別】普通救命講習・再講習　【参加料】無料
【定員】先着 30 人（定員になり次第受付終了）
【申し込み・問い合わせ】
　真岡消防署二宮分署 救急係 ☎ 74-0537

すこやか赤ちゃん教室
【とき】3月 12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26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27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

図書館・二宮図書館・西分館図書室図書館・二宮図書館・西分館図書室
2/23（月）～3/4（水）2/23（月）～3/4（水）特別休館特別休館
　図書館、二宮図書館、市公民館真岡西分館図書室は、
システムの入れ替えのため、下記のとおり休館しま
す。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
【休館期間】2月 23日（月）～ 3月 4日（水）

【問い合わせ】 図書館 ☎84-6151 FAX83-6199


