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市民市民
講座講座 初心者のための初心者のための茶道教室茶道教室
　お茶とお菓子を楽しみながら、基本的なお茶の作
法を身に付け、併せて、日本の伝統文化を学びます。
【とき】4月 15日（金）～ 6月 24日（金）
　（毎週金曜日、全10回）午前10時～正午　
【ところ】青年女性会館女性室青年女性会館女性室
【対象】市内在住または勤務の成人の方
　定員20人
　（定員を超えた場合は抽選となります）
【内容】茶道を通して、日本の伝統文化やおもてな
　しの心・美しい所作を身に付ける。
【受講料受講料】1,500 円（全講座のお茶・お菓子代）
　※袱紗をお持ちでない方は、別途、袱紗代（実費
　　負担 750円）がかかります。
【申し込み】3月 18日（金）～ 4月 1日（金）
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※受講者本人が申し込みください。　

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151  FAX 83-4070 （日曜・祝日休）

市民市民
講座講座
はじめての野菜作りはじめての野菜作り

入門講座入門講座
　初心者を対象に、野菜作りのノウハウを基礎から
身につけ、安全でおいしい野菜を作ります。野菜を
育てる喜び、収穫の喜びを味わいます。
【とき】4月9日（土）～8月6日（土）
　午前10時～正午
　4/9（開講式）、8/6（閉講式）
　※月に1度、全員が集まって講師の
 　  お話を聞きます。
【ところ】真岡市小林地内の畑（1人約 6坪程度）【ところ】真岡市小林地内の畑（1人約 6坪程度）
【対象】市内在住の成人の方　10人程度【対象】市内在住の成人の方　10人程度
　（定員を超えた場合は抽選となります）　（定員を超えた場合は抽選となります）
【受講料】1,500【受講料】1,500

【申込期限】3月 28日（月）まで。【申込期限】3月 28日（月）まで。
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※受講者本人が申し込みください。　※受講者本人が申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

※畑は耕起して、各区画ごとに整備してあります。
　作る野菜の手配、作業に必要な物（作業着・長
　靴など）、農機具・資材等についても、それぞ
　れ必要に応じて各自で準備願います。

4 月4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
7日（木） H27年 11月 1日   　～11月24日生

22日（金） H27年 11月 25日   　～12月15日生

9カ月児健診 8日（金） H27年 6月 1日　　  ～ 6月23日生

1歳 6カ月児健診 15日（金） H26年 9月 1日　  　 ～ 9月20日生

3歳児健診
12日（火） H25年 3月 1日　 　～ 3月 22日生

26日（火） H25年 3月 23日　　 ～ 4月 12日生
2歳児歯科検診 25日（月） H26年 4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）、すこやか親子 21の設問表（4カ月児、1歳
6カ月児、3歳児）

【その他】３歳児健診は、尿検査があります。
4 月から「子育て相談」が4 月から「子育て相談」が

さらに充実した相談会になります！さらに充実した相談会になります！
【とき】13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】

育児相談

要予約母乳・ミルク相談
子どもの栄養相談
妊婦栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121  FAX83-8619

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

　高校生活を充実させる活動をしてみませんか。
　まずは定例会に参加してみてください。
【対象】高校生ならどなたでも可
【活動内容】定例会、リーダーキャ
ンプ、クリスマスイベント、交
流研修会など

【次回活動】4月定例会：4月11日（月）
　午後5時30分から　 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

市民市民
講座講座 お花見弁当づくり講座お花見弁当づくり講座
　彩りのある花の飾り巻き寿司の巻き方を 2種類、
習得して、お花見弁当作りをしましょう。
【とき】4月 6日（水）午前 10時～午後 0時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方　定員20人【対象】市内在住または勤務の方　定員20人
　　（定員を超えた場合は抽選となります）
【内容】桃、バラの飾り巻き寿司、【内容】桃、バラの飾り巻き寿司、
　花見にちなんだおかず数品　花見にちなんだおかず数品
【受講料】1,000 円（材料代）【受講料】1,000 円（材料代）
【持ち物等】エプロン、三角巾、【持ち物等】エプロン、三角巾、
　手拭き用タオル、巻きす　手拭き用タオル、巻きす
【申し込み】3月 18日（金）～3月 23日（水）【申し込み】3月 18日（金）～3月 23日（水）
　電話または FAXにて受付（午前 8時 30分～午後　電話または FAXにて受付（午前 8時 30分～午後
5時）5時）

【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）
FAXは氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

新しい仲間とさまざまな活動を楽しみませんか新しい仲間とさまざまな活動を楽しみませんか

青年サークル『青年サークル『SS
シ ー ズ ンシ ー ズ ン

easoneason』』
メンバー募集メンバー募集

【対象】18歳～35歳ぐらいまでの方
【活動内容】定例会のほか、スポーツ、食事会、日帰り
旅行、ボランティア活動（サンタの贈り物事業ほか）

【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）

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
2期生2期生をを募集募集

　真岡の魅力をお客さまに伝え、観光スポットを案
内するボランティアガイド「もおか観光コンシェル
ジュ」の２期生を募集します。
　私の知っている真岡の魅力を伝えたい、お客さま
に喜んでもらいたいという方、是非ご応募ください。
【応募要件】全6回の講習を受講した後、観光ボラン
ティアガイド活動が行える方。徒歩で２時間程度
のガイドツアーに同行できる方。土・日のみも可。

【育成講座】3/26（土）、4/23（土）、5/8( 日 )、
5/28（土）、6/12（日）、6/25（土）全 6回

　※変更する場合があります。
【申し込み】申込用紙（下記窓口に用意）に記入し
持参、または観光協会ホームページから申込用紙
をダウンロードし、FAX またはメールでお申し
込みください。

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会
　☎ 82-2012　（FAX兼）

4 月4月のの情報センター講座
①Word2013 基礎講座･･･先着 10人
【とき】17日（日）
　午前10 時～午後 5時 30 分
【対象】マウス操作、文字入力ができる方
【内容】文章作成、表作成、文字の装飾など
②初めてのパソコン講座･･･先着 10人
【とき】23日（土）午後 2時～ 5時
【対象】パソコンを使ったことがない方
【内容】パソコンの起動・終了方法、初歩的なマウス操作など
＜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】3/25（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

みんなのひろば
●コラボーレもおかにて油絵展開催
　シルバー大学校同窓会真岡支部 32期生の細島美代
子さんの油絵展を開催します。【期間】3/22（火）～
4/10（日）【ところ】二宮コミュニティセンター 2階 
真岡市市民活動推進センターコラボーレもおか【問い
合わせ】コラボーレもおか☎ 81-5522
●本尊「天拝一光三尊佛」御復座法会～民話語り～
【とき】4/1（金）10:00 ～ 11:30【ところ】高田山
専修寺 お茶所【出演】①第 1部 唄語り（美寿々 す
み子 氏） ②美寿々民話「もおか」～専修寺と親鸞聖
人（会員）【入場料】無料【注意】寒さが予想される
ので、暖かい服装でご来場ください。【問い合わせ】
84-4824（佐藤）
●国の教育ローン（入学時や在学中の費用を支援）
　国の教育ローンは高校・大学等へ入学または在学す
る学生・生徒の保護者向けの公的融資制度です。入学
時や在学中にかかる費用の融資を固定金利で利用でき
ます。融資対象の学校と利用できる世帯の年収に要件
があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
【融資限度額】学生・生徒 1人につき 350 万円【利
率】年 2.15%（平成 27年 10/1 現在）【問い合わせ】
日本政策金融公庫「国の教育ローンコールセンター」
☎ 0570-008656、ご利用いただけない場合☎ 03-
5321-8656

平成 28 年度平成 28 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27年4月1日から平成28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27年4月1日から平成28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 18日（金）～ 4月 28日（木）
【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、下記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

オピママオピママ  
 スプリングコンサート
　お子さんと一緒に楽しめる音楽会です。お気軽に
お越しください。
【とき】3月 27日（日）午後 1時開場
　午後 1時 30分開演（3時頃終了予定）
【ところ】市民会館小ホール
【内容】オペレッタ「ブレーメンの音楽隊」、ソプラノ
独唱、フルート、琴の演奏、ピアノの伴奏と一緒に
歌おう、みんなで音楽家になりきって楽器の演奏

【対象】お子さまとその保護者の方
【入場料】無料
【主催】真岡家庭教育オピニオンリーダー会
【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

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

　伝統の真岡もめんを身にまとい、ちょっと小粋な
門前まちあるきをしてみませんか。真岡もめん製の
着物の中からお好きな物を選んで着付けを行いま
す。ランチ付きなどのお得なコースもご用意してい
ます。
【とき】4月 10日（日）
【価格】①着付けのみ 3,000 円（税込） ② Trattoria 
COCOROのパスタランチ＆着付け 4,000 円（税
込） ③ Trattoria COCOROのランチコース＆着
付け 5,000 円（税込） ④観光物産館お土産金券
＆着付け 4,500 円（税込）

【申し込み】開催前日まで受け付けします。
【その他】詳しくは観光協会ホームページをご覧く
ださい。


