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すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】4月 13日（木）午前 10時～ 11時 15分
　（受付：午前 9 時 45 分まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成29年 1月生まれの乳児と　　
　保護者　先着 17組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「赤ちゃん
　との日常生活・産後ママの体のケア」ほか
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】3月 31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

  真岡市営住宅入居者真岡市営住宅入居者
随時募集随時募集

【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694 FAX83-6240

　2月の定期募集で申し込みのなかった部屋につい
て、随時募集を行います。
　詳細については、下記までお問い合わせください。
【受付期間】3月 28日（火）～ 4月 28日（金）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分
【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課で申込書を配布しますの
　で、必要事項を記入の上、関係書類をそろえてお
　申し込みください。
　※申し込みは先着順で受け付けます。

【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【4 月】ガイドツアー【4 月】
日　時 集合・解散

場所 ガイド内容

４月 2日（日）
9:30 ～ 11:05

【集合】
真岡駅

【解散】
北真岡駅

『ＳＬの走るまち～
桜・菜の花街道とＳＬ
を愛でる～』
歴史や文化にふれな
がら、ＳＬの走るまち
もおかの魅力を存分
に味わうコースです。

　※開始時間の 10分前までに集合 　
【募集人数】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

第51回第 51回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
～旬の春野菜で元気に～～旬の春野菜で元気に～

【とき】3月26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】春野菜とホイル焼き、旬の春野菜いろいろ
　取り揃え、おいしい銀鮭や手作り豆腐、がんもの
　販売　など
【出店者募集】開放デーで一緒にお菓子や雑貨など
　を販売してみませんか。詳しくは下記までお問い
　合わせください。

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

                              （財）スポーツ安全協会からのご案内（財）スポーツ安全協会からのご案内

         スポーツ安全保険         スポーツ安全保険
【加入対象】スポーツ・文化・ボランティア・地域  
　活動を行う 5人以上の社会教育関係団体（加入
　した各個人が被保険者）
【保険の概要】加入団体での活動中の事故（活動場所
　への移動を含む）に対し、保険金が支払われます。
【保険の種類】傷害保険・賠償責任保険・突然死葬
　祭費用保険
【保険期間】加入日～平成30年3月31日（毎年度更新）
【その他】平成28年度加入団体には、代表者宛てに
　申込書が送付されます。新規加入を希望される団体
　は、下記窓口にパンフレット・申込書等がありま
　すのでご確認ください。

 【申し込み・問い合わせ】
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258 
　E メール sports@city.moka.lg.jp

平成 29 年度
スポーツ少スポーツ少年団年団のの登録受付登録受付
【登録対象】年間を通じて小中学生を中心にスポーツ
　活動を展開しているクラブ（原則、20歳以上の
　指導者 2人および 10人以上の団員が必要）
【登録料】指導者1,000円／人、団員600円／人
　（真岡市スポーツ少年団→栃木県スポーツ少年団
　→日本スポーツ少年団に登録します）
【活動内容】市内交流大会の実施（野球、バレーボール）、
　指導者講習会の実施、県交流大会への参加（野球、
　バレーボール、ミニバスケ、バドミントン、柔道、
　剣道、空手道、卓球など）、県の交流大会派遣費
　の一部補助、県内や全国の仲間との交流事業など
【申込方法】登録申請書は下記窓口にあります。平
成 28 年度登録団体には、平成 28 年度に登録さ
れた代表者宛てに、日本スポーツ少年団から申請
書が送付されます。詳細は下記へご相談ください。

【申込期限】4月27 日（木）

　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 28日（日）田植え① 5月 28日（日）田植え
　② 7月 2日（日）草とり　② 7月 2日（日）草とり
　③　③ 8月6日（日）かかし作り8月6日（日）かかし作り ※かかしコンテスト予定 ※かかしコンテスト予定
　④ 9月 24日（日）稲刈り ･おだがけ　④ 9月 24日（日）稲刈り ･おだがけ
　⑤11月 5日（日）収穫祭　⑤11月 5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 27 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

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
  第 2 回　リサイクルフェア第 2 回　リサイクルフェア

　除籍扱いとなった書籍や絵本、雑誌などを無償で提
供します。たくさんの方のご参加をお待ちしています。
【とき】3月 26日（日）午前 10時～午後 3時
　（整理券の配布：午前９時 30分から）
【ところ】真岡市立図書館 2 階会議室
【持ち物】マイバッグ

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

　生涯学習課では、出前講座・市民講座の講師を募
集しています。
　「こんな資格を持っている」または、「長年の趣味
や特技を誰かに伝えたい」と思っている方、専門知
識や経験などを活かし、『学びの輪』を地域に広げ
る活動をしてみませんか。
　資格の有無は問いません。活動をこれから始める
方、始めたばかりの方も大歓迎です。
【募集分野】どんな分野でも可
　（例）　生活、料理、手芸、工芸、ダンス、体操、
　絵画、伝統文化、音楽　など

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

出前講座・市民講座出前講座・市民講座    
講師募集講師募集ののお知らせお知らせ

第17回全国障害者スポーツ大会第17回全国障害者スポーツ大会
（愛顔つなぐえひめ大会）（愛顔つなぐえひめ大会）

派遣選手の募集派遣選手の募集
【とき】◆派遣期間 10月 26日（木）～ 31日（火）
　◆大会期間 10月 28日（土）～ 30日（月）
【ところ】愛媛県
【募集内容】陸上競技、水泳、フライングディスク、
　アーチェリー（身体障がい者のみ）、卓球（サウ
　ンドテーブルテニスを含む）、ボウリング（知的
　障がい者のみ）
【応募資格者】以下のすべてに該当する方
①平成 29年 4月 1日現在で 13歳以上の身体障
　がい者または知的障がい者 
②栃木県内に現住所を有する方。または栃木県外
　に住所を有し、栃木県に所在する施設や学校等
　に入所、通所、通学している方 
③原則として第 12回栃木県障害者スポーツ大会
　（平成 28年 9月実施）に出場した方 
④強化練習会等の行事（5回）に全日程参加できる方 
⑤栃木県選手団の一員として集団生活・行動がで
　きる方
【申し込み】
　①障害者福祉施設を利用されている方、特別支援
　　学校等に在学されている方、栃木県手をつなぐ
　　育成会に加入されている方は各所属先にお申し
　　込みください。
　②在宅の方は、市社会福祉課障害者福祉係へお申
　　し込みください。
【申込期間】4月18日（火）～ 5月23日（火）
【その他】
　◆派遣選手として選出された場合には、参加負担
　　金として、選手 1人当たり 5,000 円を負担し
　　ていただきます。
　◆派遣予定期間中、全日程の参加が困難であるこ
　　とが判明した場合は、派遣決定を取り消すこと
　　があります。

【申し込み・問い合わせ】
　社会福祉課障害者福祉係 ☎83-8129 FAX83-8554
　栃木県障害者スポーツ協会☎028-624-2761（FAX兼）

みんなのひろば

●写真展示「心に残したい情景」
【展示期間】3月 28日（火）～ 4月 16日（日）
【ところ】市民活動推進センター（二宮コミュニティ
センター 2F）【登録団体】「写真友の会」【問い合わせ】
コラボーレもおか☎ 81-5522、FAX81-5558
●「とちぎネットアンケート」協力者募集中！
　県では、県民の皆さんの意識やニーズを把握し、県
政に反映させるため、インターネットを利用した県政
に関するアンケートにご協力いただける方を募集して
います。【対象】県内在住の満 16歳以上の方で、月 1
回程度のアンケートにご協力いただける方【応募方法】
県ホームページ「とちぎネットワークアンケート協力
者募集」フォームからお申し込み（http://www.pref.
tochigi.lg.jp/c05/pref/kouhou/iken/anke.html）
【問い合わせ】栃木県広報課☎ 028-623-2158、
FAX028-623-2160

「まちなか保健室」で「まちなか保健室」で
講座を開催します講座を開催します

健康講座健康講座
【とき】3月29日（水）午後1時30分～2時30分
【内容】『物忘れ予防～何をすれば物忘れを遠ざけら   
　れるか学びましょう！～』、介護相談
【講師】地域包括支援センター職員

健康栄養講座健康栄養講座
【とき】4月2日（日）午前10時～正午
　※栄養士による講話は30 分程度で、
　　その後、個別相談ができます。
【内容】『糖尿病予防食』　
【講師】栄養士

上記共通事項上記共通事項
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方　各講座 先着 15人　

【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 5時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619


