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『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】2月 5日（日）午前 9時～正午
【ところ】真岡消防署益子分署 会議室（益子町益子
　2698 番地 1）　
【講習種別】普通救命講習・再講習　
【参加料】無料　【定員】先着 30 人

【申し込み・問い合わせ】
　真岡消防署益子分署救急係 ☎ 0285-72-3651

健診を受けそびれた方もまだ間に合います健診を受けそびれた方もまだ間に合います
生活習慣病健診生活習慣病健診をを追加実施追加実施
　以下の日程で追加健診を実施しますので、まだ健
診がお済でない方は、ぜひこの機会に受診してくだ
さい。※人間ドッグを受診した方は除きます。
　◆1月24日（火）、25日（水）：総合福祉保健センター
　◆1月 26日（木）：二宮コミュニティセンター
【受付時間】午前 8時～ 10時
【検診の内容】①特定健診 ②胃がん検診 ③肺がん検診 
　④大腸がん検診 ⑤前立腺がん検診
【対象】※いずれも市内在住の方が対象
　① :40 歳以上の方（国民健康保険加入者）
　②～④ :40 歳以上の方 ⑤ :50 歳以上の男性
【費用】①無料（国民健康保険加入者のみ）、② 400円、
　③～⑤ 100円
【定員】各日先着 200人
【申し込み】1月 18日（水）までに、下記にて電話、
　FAX、メールで受付
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp

認知症カフェ認知症カフェ
（もめんカフェ）開催（もめんカフェ）開催
　認知症についての悩みやケア方法など相談した
り、適切な情報を交換したりする場です。
【とき】1月23日（月）午前10時30分～11時30分
【ところ】市公民館 第一会議室
【対象】市内に住む認知症の方とそのご家族
【内容】認知症についての相談　【参加料】無料
【申し込み】電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
【問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係 
　☎ 83-8132　FAX 83-6335

自衛官等採用試験自衛官等採用試験のお知らせのお知らせ
【募集種目】自衛官候補生（男子）
【試験日】1月14日（土）、2月４日（土）、3月5日（日）
【応募資格】18歳以上 27歳未満の男子の方（平成
　29年 4月 1日現在）
【受付期限】3月 3日（金）まで
【入隊時期】3月下旬～ 4月上旬

【資料請求・問い合わせ】
　〒321-4307 真岡市西郷2585-252（栄光ビル2階）
　自衛隊真岡募集案内所　☎83-7818（ FAX兼）

「市民のつどい」開催「市民のつどい」開催
　朝ドラでも話題となった平塚らいてうが起こした
「煤煙事件」を通じて、日本の女性運動の原点をお
伝えします。
【とき】1月 28日（土）
　午後 1時 30分から（午後 1時開場）
【ところ】市民会館 小ホール
【内容】「『尾

おかしらとうげばいえん

頭峠煤煙事件』より　平塚
らいてう、その新しい女」

【講師】臼
うすい

井 祥
さちお

朗氏（那須塩原市教育委員会教育委員）
【入場料】無料
【主催】真岡市女性団体連絡協議会
 【問い合わせ】　
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜・祝日休）

チケット好評発売中！！チケット好評発売中！！
「音楽の絵本～ズーラシアンブラス＆弦うさぎ～」「音楽の絵本～ズーラシアンブラス＆弦うさぎ～」
【とき】1月 29日（日）午後 2時開演
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定
　◆大人 2,000 円  
　◆小人（高校生以下）1,500 円 
　◆親子ペア販売（大人 1枚、小人 1枚）3,000 円
　※ 3 歳以下膝上無料（お席が必要な場合は有料）
【プレイガイド】市民会館（文化課）窓口☎83-7731、
　スーパーキッズチケットセンター（http://superkids.
　co.jp/ticket/）、FKD インターパーク 2F チケッ
　トぴあ☎ 028-657-6534
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・祝日休）

(C)SUPERKIDS

市民市民
講座講座 ロシア料理講座ロシア料理講座
　ボルシチやピロシキなどを作ります。本場のロシ
ア料理を学び、寒い冬を乗り切りましょう。
【とき】2月 7日（火）　午前10時～午後0時 30分10時～午後0時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館 調理室【ところ】市公民館真岡西分館 調理室
【対象】市内在住または在勤の方　20人【対象】市内在住または在勤の方　20人
　※申し込み多数の場合は抽選
【受講料】1,000 円程度
【持ち物等】エプロン、三角巾、マスク、手拭き用タオル【持ち物等】エプロン、三角巾、マスク、手拭き用タオル
【申し込み】1月13日（金）～18日（水）　下記窓口、電話、【申し込み】1月13日（金）～18日（水）　下記窓口、電話、
FAXにて申込み（午前8時30分～午後5時15分）FAXにて申込み（午前8時30分～午後5時15分）

【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）

ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡
参加者の皆さまへ参加者の皆さまへ

　「ちゃれんじ 60　歩こうか真岡」にご参加の皆様
さま、ウォーキングを楽しんでいただけていますか。
チャレンジ後の感想と共に、60 日達成の「記録票」
の提出をお待ちしています。3 月 31 日（金）まで
の間、いつでも終了した時点で下記窓口までお持ち
になるか、郵送で提出してください。記念品を用意
しています。

【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　健康増進成人健康係 ☎ 83-8122　FAX83-8619

女性がん検診無料クーポン券は女性がん検診無料クーポン券は
お使いですか？お使いですか？

　次の年齢の方は、クーポン券の利用で年度内 1回
に限り、真岡市で実施している女性がん検診（子宮
がん・乳がん）の自己負担金が無料になります。対
象者の方には、5月末に無料クーポン券をお送りし
ました。紛失された方は、下記までご連絡ください。

対象となる生年月日 年齢

子宮がん 平成 7年 4月 2日～
平成 8年 4月 1日 21歳

乳がん 昭和 50年 4月 2日～
昭和 51年 4月 1日 41歳

【実施期限】2月 28日（火）まで

【問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

第 44回第 44 回
市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』
【とき】2月 14日（火）
　午前 8時 出発（市民会館前）
　午後 5時頃 帰着予定
　（久保講堂南側駐車場）
【行き先】①茨城県近代美術館「東

ひがしやまかいい

山魁夷唐
とうしょうだいじみえいどう

招提寺御影堂
　障壁画展」②茨城県陶芸美術館「現代の茶陶」
【対象】市内在住の方  80人（申込多数の場合は抽選）
【参加料】一般 1,550 円、満 70 歳以上の方、障害
者手帳をお持ちの方と付添いの方１名は無料

【持ち物等】お弁当、歩きやすい靴
【申込方法】
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
参加者全員の住所・氏名・生年月日・電話番号（お
持ちの方は携帯電話番号）を記入（障害者手帳を
お持ちの方は「障害者手帳あり」と記入）、返信
用はがきに代表者の郵便番号・住所・氏名を記入
し、下記申込先へ郵送してください。
1 月 20 日（金）消印有効

　1月下旬頃、抽選結果を返信はがきで通知します。
【主催】市教育委員会

【申込先・問い合わせ】真岡市文化課文化振興係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731　FAX83-4070

若手演奏家支援事業コンサート若手演奏家支援事業コンサート
大越 絵梨花　フルートリサイタル大越 絵梨花　フルートリサイタル
【とき】3月 11 日（土）午後 2時開演（午後 1時
　30分開場）
【ところ】市民会館 小ホール
【入場料】全席自由
　◆大人 1,000 円  
　◆小人（高校生以下）500円 
【チケット】1月 18日（水）
　午前 9時から発売開始
【プレイガイド】市民会館（文化課）のみ　

【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・祝日休）

(C)SUPERKIDS

【申し込み ･問い合わせ】真岡鐵道旅行センター
　☎ 84-7913  ※ 3月 10 日（金）締め切り

☆旅行代金 34,800 円（4・5名様１室利用）
　※申込金 ひとり 10,000 円
　（残金については 8日前までにお願いします）
☆募集人数 120 人（最少催行人員 90人）
【お願い・注意事項】3名 1室 :1 人 3,000 円追加、
2名 1室 :1人 5,000円追加。旅行代金は、日程表
中の交通機関と観光、宿泊代・食事が含まれます（標
記以外は別途料金）。申し込み後、お客さまの都合
でキャンセルした等の場合、取消料（違約料）が
発生します。その他詳細は、お問い合わせください。

真岡市民号 ☆お座敷列車で行く☆
月岡温泉 月岡温泉 白玉の湯泉慶白玉の湯泉慶のの旅旅

3 月 26 日（日）

真岡（6:56）ーー真岡線ーー（7:21）下館（7:41）ーーー
（8:04）小山（8:30 頃）ーーお座敷列車ーー（13:00 頃）会
津若松＝＝＝新潟ふるさと村＝＝＝瓢湖（白鳥
の飛来地）＝＝＝（16:30 頃）「月岡温泉」（泊）

3 月 27 日（月）
ホテル（8:30）＝＝にぎわい市場ピア（海産物お買
い物）＝＝会津鶴ヶ城会館（昼食）＝＝＝会津若松
（14:00 頃）ーーーお座敷列車ーーー（18:00 頃）小山ーー
（19:00 頃）下館ーーー（20:00 頃）真岡

1 月 15 日（日）1月 15 日（日）
使用済小型家電使用済小型家電をを回収回収しますします
　使用済小型家電の回収を実施します。小型家電
制度対象品目（PC、携帯電話、デジタルカメラ等）
全てを回収しますので、ご家庭で不要となった小型
家電（エアコン、テレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯・衣
類乾燥機を除く）をお持ちください。
【とき】1月 15日（日）午前 9時～午後３時
【ところ】市役所南側駐車場

【問い合わせ】
　環境課清掃係☎ 83-8126 FAX 83-5896

第 49回第 49 回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
～あたたかお鍋やお弁当の食材をぜひどうぞ～～あたたかお鍋やお弁当の食材をぜひどうぞ～
【とき】1月22日（日）午前8時～10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】あたたかお鍋の材料取り揃え、
　人気の銀鮭、旬の柑橘類、好評しじみ
　汁の無料配布、1,000 円以上の購入の方に粗品プ
　レゼント（数量限定）、市場特製イカ入り焼きそば
　販売など

【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会 
　☎ 82-8585  FAX 84-0225

みんなのひろば

●真岡共同高等産業技術学校 平成29年度入校生募集
　建築に関する技能修得、技術向上を目指して職業訓練
を行っています。新規学卒者をはじめ、現在事業所で働
いている方、男女・経験を問わず入校生を広く募集して
います。気軽にご相談ください。【募集学科】①木造建
築科（定員15人・期間 3年間）入校資格：義務教育修
了以上・年齢制限なし、授業内容：建築の基礎知識、大
工技能実習など ②建築設計科（定員10人・期間2年間）
入校資格：高校卒業以上・年齢制限なし、授業内容：建
築の基礎知識・住宅の設計製図演習など【募集期間】平
成29年 1月～ 3月【入校時期】平成29年 4月【入学金】
10,000 円【授業料】年額 60,000 円【授業日】毎週土
曜日 13:00 ～ 18:30【申し込み・問い合わせ】真岡共
同高等産業技術学校 （真岡市八條106-1）☎ 83-3201、
FAX83-3850（火曜～土曜、9:00～ 16:00）


