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平成 27 年度平成 27 年度
親と子・3歳児よ親と子・3歳児よい歯のコンクールい歯のコンクール

参加者募集参加者募集
【応募条件】
　①親と子のよい歯のコンクール
　　平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
　　の間に 3歳児健診を受け、虫歯がなく健康な「幼
　　児と父親」または「幼児と母親」
　② 3歳児よい歯のコンクール
　　平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
　　の間に3歳児健診を受け、虫歯がなく健康な幼児
　※①と②両方への応募はできません。
【募集期間】3月 23日（月）～ 4月 17日（金）
【応募方法】健康増進課備え付けの申込用紙に必要
　事項を記入し、同窓口へ申し込みください。
【審査基準】申込書や3歳児健診の結果等を考慮します。
　※優秀な結果の方は、県東健康福祉センターで第
　　2次審査が行われる予定です。
【主催】栃木県、各市町、栃木県歯科医師会　
【問い合わせ】健康増進課母子健康係
　 ☎ 83-8121　FAX 83-8619

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18 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 下大曽公民館
9:30 ～  9:40 青田南公民館
9:50 ～10:10 古山公民館
10:20 ～10:40 上江連公民館
10:50 ～11:10 鷲巣公民館
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19 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】注射料金が昨年度から 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、平成25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

真岡ジュニアリーダースクラブ（ＪＬＣ）真岡ジュニアリーダースクラブ（ＪＬＣ）
メンバー募集メンバー募集

　新しい友達を作って高校生活を楽しみましょう。
まずは定例会に参加してみてください。
【対象】高校生
【活動内容】定例会（毎月）、子ど
も会リーダーキャンプの指導、
サンタと遊ぼう、郡内の JLC
メンバーとの交流研修会 など

【次回活動】4月定例会：4月22日（水）午後6時～
　　　　　　　　　　　 公民館第 1会議室
【申し込み・問い合わせ】
生涯学習課（真岡市公民館内）☎82-7151 FAX83-4070
E メール gakusyuu@city.moka.lg.jp

第15回全国障害者スポーツ大会第15回全国障害者スポーツ大会
（紀の国わかやま大会）派遣選手の募集（紀の国わかやま大会）派遣選手の募集
【とき】10月 24日（土）～ 26日（月）
【ところ】和歌山県
【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 27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。または栃木県外に住所を有し、栃木県に所
在する施設や学校等に入所・通所・通学している
方 ③原則として第 10 回栃木県障害者スポーツ大
会（平成 26年 10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 ⑤栃
木県選手団の一員として集団生活・行動が行える方

【申込期間】4月 13日（月）～ 5月 1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）

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 26日（日）
　午前 9時 30分～正午 ※小雨決行
【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、
　クラフトばさみ、筆記用具、定規、古いタオル（雑巾）
【申し込み】4月12日（日）午前 8時 30 分から電話受付
★ 26日午前中は野鳥クラフトをお休みします
【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）

　　 ～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 16日（土）
　午前9時30分～11時30分（開始5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】4/17（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係 ☎83-8121 FAX83-8619

春のスポーツ吹き矢教室春のスポーツ吹き矢教室
　スポーツ吹き矢は精神力や集中力を高めるととも
に、スポーツ吹き矢式呼吸法が健康に効果があると
いわれています。プレイを楽しみながら、健康づく
りをしませんか。
【とき】5月 9日～ 30日（毎週土曜日、全 4回）
　午後 7時～ 9時
【ところ】武道体育館 2階アリーナ
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着15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　【参加料】110円（マウスピース代）

【申し込み】4月 15 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、年齢、性別を明記

筋力トレーニング教室【初級女性】筋力トレーニング教室【初級女性】
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。ぜひご参加ください。
【とき】5月11日、6月 8日（各第2月曜日・全2回）
　午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般女性
　先着 10人　　【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 15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、年齢、性別を明記

運動ビギナー大歓迎！仲間と楽しく脂肪燃焼！運動ビギナー大歓迎！仲間と楽しく脂肪燃焼！
すっきり！メタボ解消教室 すっきり！メタボ解消教室 
　最近体重が増えた、お腹回りが気になる、毎日
ウォーキングしているけど効果がでない…。そんな
方におすすめの運動教室です。健康的で理想的な体
づくりをしていきましょう。
【とき】5月 7日、21日、6月 4日、18日
　午前9時～11時30分（各木曜日・全4回コース）
【ところ】井頭温泉チャットパレス内の研修室
【対象】下記のいずれかに該当する 40～ 69歳まで
の市民の方 先着 30人
①去年よりも体重が増加した方（おおむね＋3kg以上）、
おなか周りが気になる方
②運動を始めたい方、運動している
が効果がなかなか出ない方

【講師】井頭温泉フィットネスインス
トラクター、管理栄養士

【内容】筋力アップトレーニング、ストレッチ、ウォー
キングなどの実践、食事の講話
　※詳細については申込み後通知発送
【持ち物】室内用運動シューズ、タオル、飲み物、
計算機（携帯電話でも可）

【申し込み】4月 13日（月）～ 4月 22日（水）
　午前 8時 30分から受付  ※定員になり次第締切
【申し込み・問い合わせ】
健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

　     子育て学級 メンバー募集　     子育て学級 メンバー募集

  コアラちゃんクラブ  コアラちゃんクラブ
　月に 1回（年間 9回、主に土曜日の午前中）の
活動で、季節の行事などを通じ、家族同士の触れ合
いを深めてみませんか。
【対象】市内在住または勤務の家族  各コース 30組
　①おんぶコース ･･･1 ～ 3歳児とその保護者
　②さくらコース ･･･3 ～ 6歳未満児とその保護者
　※ 3歳児はどちらのコースでも可
　※定員を超える場合は抽選となります。
【内容】リトミック、読み聞かせ、りんご狩り、食育、
　餅つき など
【参加料】無料（ただし活動内容によって実費負担あり）
【申し込み】4月 15日（水）まで電話受付
　※コースの重複、グループでの申し込み不可
　　（１家族単位の受付）
【申し込み・問い合わせ】日曜・祝日を除く8:30～17:00
 生涯学習課生涯学習係 ☎ 82-7151 FAX83-4070

●警察官採用試験受験申込受付中
【試験区分】大学卒業者、高校卒業者、国際捜査官（ポ
ルトガル語）、サイバー捜査官【受付期間】4月 17日（金）
まで【試験日】≪一次≫5月 10日（日）≪二次≫5月
28日（木）または29日（金）、７月１日（水）～７月
15日（水）のうちいずれか１日【最終発表】8月 3日（月）
予定【問い合わせ】真岡警察署 ☎ 0285-84-0110

みんなのひろば

科学教育センター4月の案内
★天体観望会★　※電話申込が必要です
　天体望遠鏡を使って、月や惑星を観察します。
【とき】4月 24日（金）午後 7時～ 8時　
【対象】一般（小学生以下は保護者同伴）先着約30人
【参加料】無料
【持ち物】防寒具、懐中電灯（必要に応じて）
【申込期間】4月 20日（月）～ 22日（水）
★夏休み特別公開 団体受付★
【とき】7月 28日（火）～ 8月 1日（土）
　①午前 9時～ 10時 30分　②午前 10時 30分～正午
　③午後 1時 30分～ 3時
　（※①～③のいずれかを選択）
【内容】プラネタリウム観覧、もの
づくり教室など（詳細は要相談）

【申込期間】4月 27日（月）～（先着順）
※人数・時間などにより、他団体と相席になる場
合があります。あらかじめご了承ください。

【申し込み・問い合わせ】
　科学教育センター ☎ 83-6611 


