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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、
美しい所作を身につけます。
【とき】5月 17日～ 6月 28日（毎週水曜日、全7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）
【受講料受講料】1,500 円（全講座のお茶・お菓子代）
　※袱紗（ふくさ）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。
　※欠席、または途中で講座を止められても、返金
　　いたしませんのでご注意ください。
【申し込み】4月 7日（金）～ 24日（月）
　下記にて電話受付（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

英語で遊ぼう英語で遊ぼう
クリスとABC（前期）クリスとABC（前期）

【とき】5月13日、20日、27日、6月17日、24日
　(各土曜日、全 5回）午前 10時～ 11時
【ところ】市公民館【ところ】市公民館
【対象】市内在住の平成 23 年 4月2日～平成 25 年【対象】市内在住の平成 23 年 4月2日～平成 25 年
　4月1日生まれの幼児とその保護者　　4月1日生まれの幼児とその保護者　
　定員20 組（定員を超えた場合は抽選）　定員20 組（定員を超えた場合は抽選）
【受講料】無料【受講料】無料
【内容】英語での絵本の読み聞かせ、歌やゲーム、【内容】英語での絵本の読み聞かせ、歌やゲーム、
簡単な日常会話の習得簡単な日常会話の習得

【申込期限】4月7日（金）～21日（金）までに下記にて【申込期限】4月7日（金）～21日（金）までに下記にて
　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）
　※後期は 9月に開講予定です。　※後期は 9月に開講予定です。
【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）

　　      キラリ！充実 仲間づくりキラリ！充実 仲間づくり

　     女性学級生を募集　     女性学級生を募集
【内容】料理教室や教養講話など、各地区オリジナル
　の内容で、学級生が学習計画を作成し運営します。
【対象】市内在住の女性  各地区先着 50人
【申し込み】4月 11日（火）から各地区とも電話受付

学級名 申し込み・問い合わせ

真岡地区 生涯学習課
（市公民館） ☎ 82-7151

真岡西地区 真岡西分館 ☎ 84-6781
山前地区 山前分館 ☎ 82-2802
大内地区 大内分館 ☎ 82-2704 
中村地区 中村分館 ☎ 82-2902
二宮地区 二宮分館 ☎ 74-0107

※生涯学習課（市公民館）…日曜・祝日休館
　各分館 …日・月曜・祝日休館

　 4月 4 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】12日（水）、22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

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】クリスマスイベント、リー
ダーキャンプ、交流研修会など

【次回活動】4月定例会：4月18日（火）
　午後6時から 公民館第 2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

合同就職面接会参加企業合同就職面接会参加企業をを募集募集
　真岡市では、市内事業所における人材の確保と、
本市での就職を希望する新規学卒者および一般求職
者への支援として、下記のとおり合同就職面接会を
開催します。
【とき】７月7日（金）　午後1時 30分～ 4時
【ところ】フォーシーズン静風　【募集企業】30社
【対象】①市内に事業所がある企業

②真岡地区雇用協会会員企業
【対象者】平成 30 年 3月新規大学等卒業予定者お
よび既卒者（3年以内）、一般求職者（45歳未満
の若年者）

【申込締切】5月12日（金）※申し込み多数の場合、先着順
　参加を希望する企業は、商工観光課窓口にある申込
　用紙に記入の上、申し込みください。
　※申込用紙は、市ホームページでもダウンロード可
【共催】ハローワーク真岡・真岡地区雇用協会
【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係
　 ☎ 83-8134  FAX83-0199

【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
【とき】4月24日（月）午後1時30分から
【ところ】総合福祉保健センター　ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】除草、草刈、植木剪定、屋内外清掃、　
　家事援助など
【その他】入会書類がありますので、4 月 21 日（金）
　までに下記へお越しください。

高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌
予防接種予防接種のお知らせのお知らせ

　今年度無料で接種できる方は、次の方々です。免
疫を確実につけ、肺炎の重症化を予防しましょう。
【対象】次のいずれかに当てはまる方で、過去に接
　種履歴のない方
　①平成30年3月31日までに、65、70、75、　80、
　　85、90、95、100 歳になる方
　② 60歳以上 65歳未満で、心臓、腎臓、心疾患等、
　　身体障害者手帳１級程度の方
【費用】無料
【実施期間】平成 30年 3月 31日（土）まで
【接種場所】市内の医療機関
　該当する方には、別途通知します。
　上記以外の 65歳以上の方については、接種費用
　の一部助成制度をご利用ください。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946　FAX83-8619

筋力トレーニング教室【女性】筋力トレーニング教室【女性】
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。ぜひご参加ください。
【とき】初級：5月8日（月）　中級：6月12日（月）
　両日とも午後 7時～ 8時 30分
　※初級か中級を選んで申し込みください。
【ところ】総合体育館トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般女性
　各日先着 10人ずつ　【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、タオル、 
　飲み物
【申し込み】4月 12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】　スポーツ振興課 
☎ 84-2811 FAX84-6258 E ﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

【とき】4月9日（日）午前10時～午後3時
【ところ】真岡木綿会館駐車場ほか　※小雨決行
【内容】カラフルテント市、フラワーアレンジメント、
　吹奏楽、ダンス発表会など
【主催】真岡商工会議所、天の織姫市実行委員会

花見と一緒にお楽しみください花見と一緒にお楽しみください
4月9日（日）4月9日（日）第43回第43回「天の織姫市」「天の織姫市」

【問い合わせ】真岡商工会議所 ☎82-3305

【申し込み・問い合わせ】 いきいき高齢課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX83-6335

いきいき体操教室いきいき体操教室
ストレッチ編ストレッチ編

　ボールを使用したストレッチ等で転倒予防に取り
組みませんか。
【とき】5月 17日～ 7月 5日　午前 9時～ 10時
　（毎週水曜日、全 8回）　【ところ】真岡井頭温泉
【対象】市内在住の 65 歳以上で本プログラムに初
　めて参加する方　先着 15人
【申し込み】下記窓口または電話受付（午前8時30分
～午後 5時 15分）

第 56回民謡発表会第 56 回民謡発表会
　真岡民謡連合会会員による民謡・民舞の発表会で
す。代々歌い継がれてきた「日本のこころ」に触れ
てみませんか。
【とき】4月 15日（土）午前10時から
　（午前9時 30分開場）
【ところ】市民会館大ホール　【入場料】無料
【主催】真岡民謡連合会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「この世界の片隅に」「この世界の片隅に」

【とき】4月 22日（土）　
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】2時間 6分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円　
　小人（4歳以上）500円　3歳以下無料
　※当日購入可　※全席自由　
　※平成 29年度芸術鑑賞会会員 無料
　平成29年度真岡市芸術鑑賞会会員を募集中です。
詳しくは下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

【問い合わせ】　建設課建築係　☎83-8150　FAX83-6240

　平成29年４月から、昭和56年５月以前の旧耐震
基準で建築された木造住宅の耐震化に対する補助金
額が下記の通り変更となりました。

　上記以外に、耐震診断等の補助制度もありますの
で、詳しくは、下記までお問い合わせください。

木造住宅耐震建替の木造住宅耐震建替の
補助金を８０万円に増額補助金を８０万円に増額

旧【耐震改修（耐震補強）】 最高 80万円補助【耐震建替（除却・新築）】 最高 60万円補助

新【耐震改修（耐震補強）】 最高 80万円補助【耐震建替（除却・新築）】 最高 80万円補助

市民市民
講座講座 手ごねパン講座（初級コース）
　手ごねパンの基本、動物パン、ちぎりパンの作り
方を学びます。
【とき】5月 10日、24日、31日（各水曜日、全3回）
　午前 10時～ 12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】市内在住または勤務の方　12人【対象】市内在住または勤務の方　12人
　（申し込み多数の場合は抽選、昨年　（申し込み多数の場合は抽選、昨年
　受講した方は対象外）　受講した方は対象外）
【受講料】2,000 円（3回分）【受講料】2,000 円（3回分）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、飲み物、【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、飲み物、
　　筆記用具、パンを持ち帰る大きめの容器か深めの空箱筆記用具、パンを持ち帰る大きめの容器か深めの空箱
【申し込み】４月７日（金）～ 13日（木）【申し込み】４月７日（金）～ 13日（木）下記窓口、窓口、
　　電話（午前 8時 30分～午後 5時 15分）、ＦＡＸ電話（午前 8時 30分～午後 5時 15分）、ＦＡＸ
　にて　にて受付受付
　　※手ごねパン講座（経験者向け 中級）は11月を予定※手ごねパン講座（経験者向け 中級）は11月を予定
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781  FAX 84-6936  （日・月曜・祝日休）

4/16（日）10:00 ～まちなか保健室4/16（日）10:00 ～まちなか保健室
「ほっとステーション田町館」「ほっとステーション田町館」でで

健康栄養健康栄養講座講座を開催しますを開催します
【内容】『コレステロールの気になる方』　【講師】栄養士
【申し込み】ほっとステーション田町館
　☎ 080-8096-9918（受付：午前 9時～午後 5時）

【申し込み・問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係
　☎83-8129 FAX83-8554　

障がい者福祉タクシー券・井頭温泉券障がい者福祉タクシー券・井頭温泉券
４月４日から受付を開始しています４月４日から受付を開始しています

■障がい者福祉タクシー券
【対象】◆市内在住の在宅で、身障手帳1･2級の方
　◆療育手帳Ａ・Ａ１･Ａ２の方および精神保健福祉
　手帳1･2級の方　【交付枚数】申請月から月４枚（年48枚）
■障がい者井頭温泉券
【対象】◆市内在住の在宅で、身障手帳1･2級の方
　◆療育手帳Ａ ･Ａ１･Ａ２の方 ◆精神保健福祉手
　帳１級の方は本人用と介護者用 ◆身障手帳3級の方 
　◆療育手帳Ｂ1の方と精神保健福祉手帳2級の方は本人用
【交付枚数】申請月から月１枚（年 12枚）
【交付場所】社会福祉課障害者福祉係と二宮支所福
　祉国保窓口係　【持ち物】印鑑、各障がい者手帳


