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みんなで楽しむみんなで楽しむ
第４回第４回  ショートテニス教室ショートテニス教室  

【とき】2月18日（土）午前10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】第 1～第 3回までのいずれかの教室に参加
された方　先着 30人　

【参加料】無料　【持ち物等】運動のできる服装、
体育館シューズ、タオル、飲み物

【申し込み】2月 1日（水）から下記にて電話（平日
午前 9時～午後 5時 15分）・FAX・Eメール受付

【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、学年、性別を明記

2 月の2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（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（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）

7日･14日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム14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）

8日･15日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム15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）

9日･16日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム16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）

10日･17日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム17日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（21・土・日・祝日は除く）
午前9時～正午、午後1時～3時

【第一子育て支援センターの行事予定】
9日（木）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム
14日（火）午前10時45分～ リズムで遊ぼう

21日（火）午前10時45分～ 育児講座「あいあい」
（親子でクッキング）

【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（月） 午前10時45分～ 健康相談
8日（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

27日（月） 午前 11時～
トライフル（シルバー
サロンとの交流事業）
～童謡を一緒に歌いま
しょう～

【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】
3日（金）午前 10時～ 豆まき集会
8日（水）・10日（金）
17日（金）・24日（金）
午前 11時～

体育遊び

23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
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】2月 1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】市内保育所、認定こども園等

地球温暖化防止活動推進員の募集地球温暖化防止活動推進員の募集
　「地球温暖化防止活動推進員」は、日常生活の中
で環境に配慮した行動を実践し、仲間、行政、企業
等と連携して、地域における温暖化防止等の普及啓
発のお手伝いをしていただく方たちです。
【活動内容】温暖化防止、環境学習等の推進や市町・
県等と連携した普及啓発活動の実施等

【応募方法】所定の応募用紙に必要事項を記入し、
郵送またはメールで応募

【募集締切】２月 22日（水）必着
【選考】応募書類をもとに選考委員会が選考
【問い合わせ】栃木県環境森林部地球温暖化対策課
 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 ☎028-623-3297
 E-mail：chikyu-ondanka@pref.tochigi.lg.jp

【健康塾】高血糖改善編【健康塾】高血糖改善編
　血糖値の「やや高め」は「そろそろ危険」のサイ
ンです。簡単ですぐに実践できる食事や運動などの
ポイントをプロから学べる教室です。
【とき】2月22日（水）、3月8日（水）（2日間コース）
　午前 9時 30分～ 11時 45分頃
【ところ】市公民館 第 7会議室　
【対象】血糖値が　やや高めな40～ 74歳までの市民
　先着30人　※糖尿病内服治療中の方は除く
【内容】①管理栄養士から学ぶ　血糖値を上げない
　バランス食事法・食べ方の工夫 ②運動指導士から
　学ぶ家の中でできる簡単運動法（運動実践含む）
【申し込み】2月 10日（金）までに下記窓口または
　電話受付　
　※持ち物などの詳細は、申込後に郵送で通知
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

2 月2月のの女性がん集団検診女性がん集団検診
　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。新規の方は申し込
みが必要です。検診を受けてがんを予防しましょう。
【受付】午後 1時～ 1時 45分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
13 日（月）、22日（水） 総合福祉保健センター
2日（木） 二宮コミュニティセンター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診
（頸がん検査） 40歳以上全員

400円

②乳がん検診
（超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 400 円

骨密度検診 同日に①・②を
受診する方 100円

【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

　 2月 2 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】2月1日（水）、18日（土）
　午前10 時～11時
【ところ】青年女性会館1階研修室女性室
【対象】市内在住・勤務の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 13cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの　【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234

【申し込み・問い合わせ】市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
 　 　ガイドツアー【2 月】ガイドツアー【2 月】
日　時 集合場所 ガイド内容

12日（日）
10:00 ～ 11:30 真岡駅

『SLミュージアムガイド』
動くキューロク機関車と
ホームに到着するＣ形機
関車を楽しむツアーです。

25日（土）
10:00 ～ 11:30

久保記念
観光文化
交流館

『文化財コース』
ひなまつりをテーマに、3
つの文化財建物とひな飾
りを鑑賞するツアーです。

　※開始時間の 10分前までに集合 　
【募集人数】各回 20人 
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】開催日前日までに下記へ申し込み

歯ブラシひとつで、歯周病を予防する教室歯ブラシひとつで、歯周病を予防する教室
大人のための歯磨きセミナー大人のための歯磨きセミナー
　「正しい歯磨き」をすると、お口のスッキリ感が格
別です。なかなか聞けないお口のお悩みにもお答え
します。大切な大人の歯を守るためのセミナーです。
　参加者には、歯科衛生士おすすめの歯ブラシをプ
レゼントします。
【とき】2月 20日（月）午後 1時 30分～ 3時
　（受付：午後 1時 20分から）　
【ところ】市総合福祉保健センター
【対象】40～ 74歳の市民の方　先着20人
【内容】①お口の健康と歯周病の話（講話） 
　②正しい歯磨きの実践
　　（染色液で、口の中の磨き残しをチェック） 
　③スマイル美人健口体操
【持ち物】普段使っている歯ブラシ、ハンドタオル
【申し込み】下記窓口または電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

市民市民
講座講座

ひなまつり用ひなまつり用
フラワーアレンジメントフラワーアレンジメント

【とき】2月 25日（土）午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館二宮分館  【ところ】市公民館二宮分館  
【対象】市内在住または勤務の方　【対象】市内在住または勤務の方　
　先着 20人　　先着 20人　
【受講料】2,500円（材料代）　【持ち物】園芸用ハサミ【受講料】2,500円（材料代）　【持ち物】園芸用ハサミ
【申し込み】1月 31 日（火）から【申し込み】1月 31 日（火）から下記窓口または
　電話で受付（午前8時 30分～午後5時 15分）で受付（午前8時 30分～午後5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

科学教育センター 2月科学教育センター 2月のの案内案内
★プラネタリウム一般公開★
【とき】4日、18日、25日（各土曜日）　
　※ 11日（土）は、祝日のため閉館
　午前11時から、午後1時30分から　※途中入場不可
【内容】当日の星座解説、番組「ノーマン・ザ・スノーマン」
　（投影時間：約 50分）
【観覧料】高校生以上 200円、4歳～中学生 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
★天体観望会★
【とき】3日（金）午後 6時～ 7時
【対象】どなたでも参加できます。先着約 30人　
　（小学生以下は保護者同伴）　
【内容】天体望遠鏡を使って、月やすばるを観察します。
【参加料】無料　【持ち物】防寒具、懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】1月 30日（月）～ 2月 1日（水）
　下記にて電話受付（午前 8時 30分から）　
【問い合わせ】科学教育センター　☎ 83-6611 

離乳食教室 離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方

【とき】2月 16日（木）
　午前 10時～ 11時 15分
　（開始 15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 7・8 月生まれで、離乳食が始まっ
ているお子さんと保護者　先着 20 組

【内容】講話「2回食に向けての進め方」（試食あり）
【持ち物】母子手帳、筆記用具、こどもの健康BOOK
【申し込み】2月3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

在宅医療連携拠点整備促進事業公開講座在宅医療連携拠点整備促進事業公開講座
「在宅医療、私の体験談」「在宅医療、私の体験談」
【とき】2月12日（日）午後1時30分～3時 30分【とき】2月12日（日）午後1時30分～3時 30分
【ところ】市民会館小ホール【ところ】市民会館小ホール
【内容】■第一部 ･･･3 人の家族の方による体験談【内容】■第一部 ･･･3 人の家族の方による体験談
　①「我が家で母を看取って」②「我が家の在宅介　①「我が家で母を看取って」②「我が家の在宅介
　護を振り返って」 　護を振り返って」 ③「オレンジサロンからみえる       ③「オレンジサロンからみえる       
　家族の声、本人の声」　家族の声、本人の声」
　■第二部 ･･･ シンポジウム　■第二部 ･･･ シンポジウム
　「在宅医療は大変？難しい？面倒くさい？」　「在宅医療は大変？難しい？面倒くさい？」
【定員】300人　【入場料】無料【定員】300人　【入場料】無料
【申し込み】2月8日（水）までに下記窓口または電話受付【申し込み】2月8日（水）までに下記窓口または電話受付
【申し込み・問い合わせ】
　芳賀郡市医師会 ☎ 82-3185 FAX82-3145
　いきいき高齢課地域支援係 ☎ 83-8132 FAX83-6335

　青少年の健全な育成を目指し、フォーラムを開催します。
【とき】2 月2日（木）午後6時開場、6時30分開会
【ところ】市民会館 小ホール
【講師】粉川　昭一 氏（元日光市立大沢小学校PTA会長）
　※粉川氏は、今市事件を機に発足した地域自主防犯
　　団体「大沢ひまわり隊」の初代隊長を務めました。
【入場料】無料　【申し込み】不要
【主催】真岡っ子をみんなで育てよう実行委員会

真岡っ子をみんなで育てようフォーラム真岡っ子をみんなで育てようフォーラム
「これからもずっと 子どもたちを見守って  「これからもずっと 子どもたちを見守って  
  いくために われわれ大人ができること」  いくために われわれ大人ができること」

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

料金無料
秘密厳守 2 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   14日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   14日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※2/3（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 14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

7・14・21・28 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  7日（火）  9:30 ～11:30

【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【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


