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真岡市総合型地域スポーツクラブ真岡市総合型地域スポーツクラブ
創設プレ事業　参加者募集創設プレ事業　参加者募集

◆ダンス（イギリス式サンバ）教室◆◆ダンス（イギリス式サンバ）教室◆
　誰でも簡単に覚えられる社交ダンスのサンバ教室
です。ダンスのスペシャリストが楽しく指導します。
【とき】平成 28年 1月 16日（土）、30日（土）
　各日 午後 2時～ 3時　※ 2回連続の教室です。
【ところ】山前農村環境改善センター
【対象】小学1年生～高齢者の方　先着30人（男女各15人）
　（小学生の場合は保護者の方が一緒に参加してください）
【参加料】1人200円(初日に会場でお支払いください)
　※真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
　　会員の方は無料（当日、会員証をお持ちください）
【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】1月 14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。

◆ディスクゴルフ教室◆◆ディスクゴルフ教室◆
【とき】1月 24日（日）　午前 9時～ 11時
【ところ】総合運動公園陸上競技場
　（雨天時：山前農村環境改善センター）
【対象】5・6歳児～高齢者の方　先着 30人
　（小学生の場合は保護者の方が一緒に参加してください）
【参加料】1人200円(当日会場でお支払いください)
　※真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
　　会員の方は無料（当日、会員証をお持ちください）
【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物
　（雨天時の場合は、体育館シューズ）
【申し込み】1月 21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  FAX84-6258
※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

【ところ】久保記念観光文化交流館　観光まちづくりセンター
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
　【とき】 7 日（木）、21日（木）　午前 10時から
　【参加料】実費負担
■竹はり画教室（竹真会）
　【とき】 14日（木）、28日（木）午前9時30分から
　【参加料】1,500 円
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
　【とき】17日（日）午前11時から　【参加料】無料

11月月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

　平成26年 4月の消費税率引き上げに伴う影響を
緩和するため、対象の方に臨時福祉給付金を支給し
ます。支給対象者として見込まれる方には平成27
年8月下旬に案内および申請書をお送りしています。
　支給を受けるには申請が必要となりますので、申
請書をよくご確認のうえ、お早めに申請ください。
　なお、支給要件を満たすが案内が届いていないと
いう方は下記までお問い合わせください。
【支給額】1人につき 6,000 円
【支給要件】平成 27年度の市民税が非課税の方
　（課税者の被扶養者や生活保護受給者等は除く）
【受付期限】平成 28年 2月 1日（月）まで
　（土日・祝日を除く午前8時30分～午後4時30分）
【受付会場】市役所本庁舎 1階会議室
【問い合わせ】
　真岡市臨時福祉給付金申請受付窓口　☎81-3500

臨時福祉給付金臨時福祉給付金のの申請申請はは
お済みですかお済みですか

　市では、真岡市総合運動公園多目的広場等の公共
料金について審議する委員を募集します。メンバー
は公募委員のほか、各種団体の代表者など 15人以
内で構成されます。
【公募委員数】3人程度
【任期】審議が終了するまで。審議会は、１・２回
　開催する予定です。
【応募条件】市内在住の20歳以上の方で、1月26日
（火）午後に開催する審議会に出席できる方

【報酬】１回 8,500 円
【応募方法】任意の用紙に、下記の必要事項を記入

して、持参、または郵送してください。FAX、Eメー
ルでも受け付けします。

　・応募の動機
　・氏名、年齢、性別、職業、住所、電話番号
【締切日】1月 15日（金）必着
　※選考結果は、１週間以内に応募者に通知します。

公共料金審議会公共料金審議会のの委員委員をを公募公募

【応募先・問い合わせ】
　〒321-4395真岡市荒町5191番地　真岡市役所
　総務課総務文書係　☎83-8106　FAX 82-1065
　Eメール soumu@city.moka.lj.jp

≪1月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

８日（金）   9:30 ～ 16:00 真岡市役所 市民課南駐車場

28日
(木 )

  9:00 ～ 10:30 仙波糖化工業第三工場
11:10 ～ 12:00 仙波糖化工業第二工場
13:30 ～ 15:00 仙波糖化工業本社
15:40 ～ 16:30 東京電力㈱真岡営業センター

男女共同参画社会づくり公開講座男女共同参画社会づくり公開講座
家事シェア講座家事シェア講座

【とき】①平成28年1月19日（火） ②1月27日（水）
　各日 午後６時 30分～８時
※①と②どちらか一方の受講でも可能です。

【ところ】市公民館 第７会議室　【参加料】無料
【対象】 市内在住または勤務の方　各日先着 50人
【内容】①「家事シェアが家族の笑顔を生む！～自

称家事メンからの脱却！ 3つのステップ～」
②「家事は家族のコミュニケーション !? ～夫婦の
　すれ違いによるイライラを減少させる行動学～」

【講師】NPO法人 tadaima!　代表理事　三木 智有 氏
【申し込み】①12/25（金）～1/12（火）　②12/25（金）

～ 1/20（水）　電話（午前8時 30分～午後 5時
15分）または下記窓口で申し込みください。

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

1月と2月は1月と2月は
「はたちの献血」「はたちの献血」キャンペーンキャンペーン月間月間
　冬期は血液が不足しがちです。新成人の皆さん、
「はたちの記念」に献血に行きましょう。
【期間】平成 28年 1月 1日（金）～ 2月 29日（月）
【ところ】栃木県赤十字血液センター、うつのみや

大通り献血ルーム、各市町の献血会場
　※献血バスの予定については、栃木県赤十字血液
　　センターのホームページ（http://www.jrcbc.jp/)
　　をご覧ください。
【対象】① 16 歳から 69 歳までの健康な方（65 歳

以上の献血については、60歳～ 64歳の間に献血
経験のある方） ② 1980 年～ 1996 年までの間に
通算 1ヶ月（31 日）以上のイギリス滞在歴のな
い方 ③海外から帰国後 4週間が経過している方

【問い合わせ】栃木県赤十字血液センター ☎028-659-0111
　健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX 83-8619

料金無料
秘密厳守 1 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   12日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   12日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※1/4（月）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  12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

5・12・19・26 日
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   5日（火）  9:30 ～11:30

【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

【問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

竹田鎭三郎トークイベント竹田鎭三郎トークイベント
　竹田鎭三郎氏をお招きし、作品解説や久保貞次郎
との思い出話などを伺います。
【とき】平成28年1月17日（日）午後2時～3時頃
【ところ】久保記念観光文化交流館（観光まちづくり
　センター・美術品展示館）
【定員】先着 20人　【参加料】無料
【申し込み】事前申し込み不要。開始時刻に観光まち
　づくりセンターにお集まりください。

竹田鎭三郎展 開催中竹田鎭三郎展 開催中
【とき】前期：平成 28年 1月 17日（日）まで
　後期：平成 28年 1月 20日（水）～ 2月 28日（日）
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【観覧料】無料

1 月の1月の
子育て支援センター＆サロン子育て支援センター＆サロン

【子育て支援センター・子育てサロン開設日】
と　こ　ろ   開設日・時間

第一子育て支援センター
（こっこひろば）

月～日（1/1～1/3、祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

第二子育て支援センター
（ぴよぴよひろば）

月～金（1/1～1/3、土・日・祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

子育てサロン大内分館
（大内農業構造改善センター）

12日･19日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム19日10時30分～

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

13日･20日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム20日10時30分～

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

14日･21日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム21日10時30分～

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

15日･22日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム22日10時30分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（1/1～1/3・土・日・祝日は除く）
子育て広場：午前 9時～正午
子育て相談：午後 1時～ 3時

【第一子育て支援センターの行事予定】
4日（月）午前 10時 45分～ 子育て健康相談・身体測定
7日（木）午前 10時 45分～ 三つ子のふれあいタイム
28日（木）午前10時30分～ 育児講座「楽しくストレッチ」
30日（土）午前 10時～ 三つ子の魂育成講演会

【問い合わせ】第一子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
【第二子育て支援センターの行事予定】
5日（火） 午前10時45分～ トライフル（童謡）
6日（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

【問い合わせ】第二子育て支援センター☎84-4100（FAX兼）
【にのみや保育園子育て支援センターの行事予定】

8・15・22・27・29日　午前11時～ 体育あそび
28日（木） 午前10時30分～ 三つ子のふれあいタイム

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200
エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室

【とき】1月 6日（水）
《エンゼル広場（施設開放）》午前 9時 30分～11時
《もしもしテレフォン相談室》午後 1 時～4時
【ところ ･連絡先】
★認可保育所（園）
真 岡 保 育 所 ☎82-2200 中 村 保 育所 ☎82-4003
西田井保育所 ☎83-1043 物 部 保 育 所 ☎75-0305
西真岡保育園 ☎84-1313 真岡めばえ保育園 ☎82-3955
萌 丘 東 保 育 園 ☎ 82-1437 西真岡第二保育園 ☎80-1760
にのみや保育園 ☎ 73-2200 真岡あおぞら保育園 ☎82-5347
★認定こども園
いちごの杜保育園 ☎ 84-5151 牧が丘幼稚園 ☎84-2353
せんだん幼稚園 ☎74-0252 にのみや認定こども園  ☎ 74-3021
★小規模保育事業‐Ａ型
ちびっこランドイオンタウン真岡園  ☎ 81-3651

真岡市嘱託職員真岡市嘱託職員をを募集募集

【申し込み・問い合わせ】
　総務課人事給与係 ☎ 83-8099　FAX82-1065

●認知症地域支援推進員１人　【勤務場所】福祉課
【勤務期間】平成28年4月1日～平成29年3月31日
　（勤務状況により更新の可能性あり）
　※ 14日間を試用期間とする。
【勤務内容】認知症の方へ効果的な支援を行うことを目

的に、医療機関や介護サービスおよび地域の支援機関
をつなぐコーディネーターとしての役割を担います。

【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】①保健師、看護師、精神保健福祉士、

社会福祉士、介護福祉士のいずれかの資格を有す
る方 ②普通自動車免許をお持ちの方 ③パソコン
操作ができる方。

【賃金（月額）】保健師、精神保健福祉士、社会福祉
士 242,400 円、看護師 194,800 円、介護福祉士
182,600 円
●保健師１人　【勤務場所】健康増進課
【勤務期間】平成28年4月1日～平成29年3月31日
（勤務状況により更新の可能性あり）
　※ 14日間を試用期間とする。
【勤務内容】妊産婦保健指導、乳幼児集団健康診査、訪

問指導、育児教室等の企画運営、特定保健指導など
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】①保健師の資格を有する方 ②普通自動

車免許をお持ちの方 ③パソコン操作ができる方
【賃金（月額）】242,400 円
●共通事項
【手当等】通勤手当2㎞以上該当（上限月額7,100円）
【選考方法】書類選考および面接
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事

前にご連絡の上、資格証の写しを添えて、上記ま
で本人が直接提出してください。（受付時間：午
前 9時～午後５時）


