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みんなのひろば

●平成 28年度要約筆記者養成講習会
　要約筆記とは、話の要点を日本語で書き、耳の聞こ
えない方・聞こえにくい方に内容を伝える通訳のひと
つです。【日時】5/7 ～ 12/17 毎週土曜日（全 28回）
13:00 ～ 17:00 ※休講日あり、時間はカリキュラム
により変更あり。【会場】とちぎ福祉プラザ【内容】
要約筆記の技術や社会福祉等について学習。【定員】
手書きコース 15人　パソコンコース 15人【対象者】
①要約筆記者を目指す方 ②通訳のため、聞こえに支
障のない方 ③パソコンコースはパソコンの操作に慣
れており、タッチタイピングでの入力がある程度可能
な方【参加費】3,400 円程度（テキスト代）【申し込
み】4/1（金）～ 4/15（金）に指定の申込書に必要
事項を記入し、ＦＡＸ・郵送・来所にて下記へ申し込
み。（申込書は市役所福祉課障害者福祉係にもあり）【問
い合わせ】〒 320-8508 宇都宮市若草 1-10-6 とち
ぎ福祉プラザ 2階 とちぎ視聴覚障害者情報センター
☎ 028-621-6208 FAX028-627-6880

すこやか赤ちゃん教室
【とき】4月 14日（木）午前 10時～ 11時 15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】平成28年 1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】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル 1枚、
　こどもの健康Book
【申し込み】4月 1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

    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
　季節の行事などを通じ、家族同士の交流を深めて
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 歳～未就学児とその保護者
　※ 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。
【活動日】月に 1回（年間 9回、主に土曜日の午前中）
【内容】リトミック、読み聞かせ、りんご狩り、調
　理実習、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 13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

4 月の図書館だより4月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫
　5・12・19・26日（火）、午前10 時～
　 ジル・シルバン先生による英語の絵本の
    読み聞かせ
≪映写会≫●子ども向け　9日（土）午後2時～
　　「ジャッキーのパンやさん」（20分）
　●大人向け　19日（火）午後 2時～
　　「猫侍　劇場版」（100分）
≪館長の読み聞かせ≫ 9日（土）午後1時30分～
≪おはなしの森≫ 16 日（土）午後 2時～
《スタッフの読み聞かせ》22日（金）午前10 時～
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫7日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫ 9 日（土）午前 10時～
　絵本の読み聞かせ＆工作（クルクルモンタージュを作ろう）
《スタッフの読み聞かせ》17日（日）午後2 時～
《三つ子の魂育成事業》
　絵本の読み聞かせ　26日（火）午前10時30分～
《ひげ館長の読み聞かせ》23日（土）午後2 時～
≪映写会≫●子ども向け　23日（土）午後2時30分～
　　「グスコーブドリの伝記」（57分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286（月曜日休）

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
≪4月の休館日≫ 真岡・二宮　4、11、18、25日

40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！

4 月4 月のの集団健診集団健診
　都合のよい日・会場を選んで受診しましょう。日程
変更・新規申し込みの方は、予約が必要です。市で行
う健診(集団・人間ドック・施設）は、いずれか年度
内1回の受診となります。
≪生活習慣病健診≫　【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
18（月）19（火）27（水） 総合福祉保健センター

28（木） 市公民館真岡西分館

【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
検診の種類検診の種類 対象者対象者 自己負担金自己負担金
特定健診 40～74歳で国保加入 無料後期高齢者健診 75歳以上
胃がん検診

40歳以上

400円

肺がん検診 100円
（たん検査あり300円）

大腸がん検診 100円
前立腺がん検診 50歳以上の男性 100円
肝炎ウィルス検診 40～70歳の5歳刻みの方 無料

【申し込み・問い合わせ】Ｅメール kenkou@city.moka.lg.jp
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

第 42回第 42回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】3月27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】春の魚・野菜の特売、銀鮭・生イカの販売、
しじみ汁の無料配布、特製イカ入り焼きそば、手
作り豆腐・ガンモ等の販売、1,000 円以上購入
で粗品プレゼント（数量限定）

【その他】開放デーで一緒にお菓子や雑貨などを販
　売する出店者を募集しています。
【問い合わせ】卸売市場協力会　 ☎ 82-8585 

【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
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
　【とき】 2 日（土）、16日（土）午後 2時から
　【参加料】無料
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
　【とき】3日（日）、17日（日）午前 11時から
　【参加料】無料
■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

4 月4 月ののモオカの休日モオカの休日

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

認知症サポーター養成講座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】4月13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　【受講料】無料
【対象】認知症に関心のある市民の方
※受講者には、テキスト・オレンジリングを無料進呈
【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 FAX 83-6335

平成 28 年度平成 28 年度
栃木県消費生活リーダー養成講座栃木県消費生活リーダー養成講座

受講生募集受講生募集
【とき】午前10 時～午後3 時（全12回、各火曜日）
月 日 月 日
5 月 17日・31日  9 月 6・20日
6月 14・28日 10月 4・18日
7月 12・26日 11月 1日・22日

【ところ】栃木県庁本館会議室（宇都宮市塙田1-1-20）
【受講内容】クーリングオフと相談事例、特定商取
　引法と消費者契約法、製品安全に関する動向につ
　いて、食品の安全性の確保について、循環型社会
　について、リーダーとしての役割 など
【対象】真岡市在住で消費者活動に興味があり、受講後
　市内各地域において消費者啓発実践活動を担って
　いただける方　定員3人（定員を超えた場合は抽選）
　※必ず全日程受講
【受講料】無料（市で市役所～県庁間のバス代相当分を支給）
【申し込み】4月 4日（月）～ 11 日（月）までに
　下記窓口でお手続きください。（電話受付不可）
【申し込み・問い合わせ】安全安心課生活安全係
　 ☎ 83-8394　FAX 83-8392

4 月から新設4月から新設
 「子育て世代包括支援センター」 「子育て世代包括支援センター」
　4月から「子育て世代包括支援センター」を健康
増進課内に開設します。妊娠から出産、子育てに関
するさまざまな悩みや不安について、専門職（保健
師・助産師等）がお話を伺いながら、安心して出産・
子育てができるようサポートします。お気軽にご相
談ください。
【設置場所】市健康増進課内（福祉・産環部棟 1階）
【相談受付時間】平日 午前 8時 30分～午後 5時
【問い合わせ】Ｅメール kenkou@city.moka.lg.jp
　健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121  FAX83-8619

　二宮尊徳が生きた江戸時代に近い形で、無農薬の
米作り体験をしませんか。　　　　　　　
【年間プログラム】全５回
　① 5月 29日（日）田植え① 5月 29日（日）田植え
　② 7月 3日（日）草とり　② 7月 3日（日）草とり
　③　③ 8月7日（日）かかし作り8月7日（日）かかし作り ※かかしコンテスト予定
　④ 9月 25日（日）稲刈り ･おだがけ　④ 9月 25日（日）稲刈り ･おだがけ
　⑤11月 6日（日）収穫祭　⑤11月 6日（日）収穫祭
　※稲の生育状況や天候等により日程変更あり
【ところ】国指定史跡 桜町陣屋跡内「報徳田」
【特典】無農薬有機米３～５kg（収穫量により変動あり）
【対象】全5回中 3回以上参加できる方　定員50人
　※小学生・幼児は保護者同伴（ただし幼児は参加
　　料無料で特典の収穫米なし）
【参加料】大人 3,000 円　小学生 1,000 円（活動の
　傷害保険、材料代など）　
【応募方法】4月 28 日（木）までに、電話または
　FAX で、住所・氏名・連絡先・参加人参加人数を下記
　へ申し込みください。（応募多数の場合は抽選）
　参加者には 5月半ばまでに案内状を送付します。送付します。
【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化財係　☎ 83-7731 FAX83-4070　

　　　　　

尊徳尊徳さんのさんの田んぼ田んぼでで
 米作り体験参加者募集 米作り体験参加者募集

4月の4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（4/29、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（4/29、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45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45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45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45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（4/1、19、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
12日（火）午前10時45分～ リズムで遊ぼう
14日（木）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

【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】
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日　午前11時～ 体育遊び
27日（水）午前 10時～ 子どもの日集会
28日（木） 午前10時45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

高田山専修寺高田山専修寺にてにて
もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
ガイド実施ガイド実施

　　高田山専修寺「天拝一光三尊仏御復座法会」開催
に伴い、ボランティアガイドが、高田山専修寺をご
案内します。真岡の歴史を感じてみませんか。
【とき】4月 1日（金）、2日（土）、3日（日）
　午前 10時～午後 3時
　※随時受付（最終受付は午後 2時 30分）
【受付場所】高田山専修寺駐車場テント【参加料】無料
【参加方法】下記へ事前予約または当日申し込み。
【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）


