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みんなのひろば

●展示「美寿々民話もおか 10周年のあゆみ」
　登録団体「民話みすず会真岡支部」による活動紹介です。
【とき】4/18（火）～ 5/14（日）
【ところ】二宮コミュニティセンター2Fコラボーレもおか
【問い合わせ】☎ 81-5522、FAX81-5558

真岡市青少年クラブ協議会真岡市青少年クラブ協議会
（真岡市４Hクラブ）（真岡市４Hクラブ）クラブ員募集！クラブ員募集！
　真岡市４Hクラブは若手農業者で組織されている
団体です。仕事の楽しさや大変さ、仕事に関する情
報などを共有して親睦を深めましょう。
　市内の若手農業者だけではなく、芳賀地
区内の若手農業者等との関わりもあります。
【活動内容】
　◆月１回行われる定例会および親睦会
　◆真岡どろんこバレーボール大会の運営
　◆真岡いちごまつりへの参加、大産業祭のＪＡま
　　つりへの出店、尊徳夏祭りへの参加など市内の
　　イベントへの参加

【申し込み・問い合わせ】農政課園芸畜産係
　☎ 83-8139　ＦＡＸ83-6208

「まちなか保健室」で「まちなか保健室」で
健康講座を開催します健康講座を開催します

【とき】4月19日（水）午前10時30分から
【内容】『栄養たっぷり！安心な子どものおやつ』
【講師】在宅栄養士 坂本美子 氏
【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　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

【とき】6月25日（日）午後2時開演　
　1時30分開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 2,500 円
　※真岡市芸術鑑賞会会員 500円引
　（市民会館販売分に限る）
　※未就学児入場不可
【チケット発売日】
　■一般：4月 16日（日）午前 9時から
　　（市民会館の電話予約は午後 1時から）
　■芸術鑑賞会会員：4月13日（木）午前9時から
【入場券販売所】
　市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30～17:15）、
　FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店2階 
　☎028-657-6534ほか
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

　真岡市民会館自主事業　真岡市民会館自主事業  劇団わらび座劇団わらび座ミュージカルミュージカル

　　「KINJIRO！本当は「KINJIRO！本当は
　　面白い二宮金次郎」　　面白い二宮金次郎」

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
こども読書週間ブックラリーこども読書週間ブックラリー
　図書館で配布している冊子に好きな本の感想を５
冊分書いて図書館に持っていきましょう。賞状と景品
を贈呈します。
【期間】4月22日（土）～ 5月14日（日）
【対象】小学生以下
【冊子の配布場所】真岡市立図書館・二宮図書館（先着）
　ぜひ、真岡と二宮図書館のブックラリーに挑戦し
てください。景品が違います。
　※西分館図書室でも、真岡市立図書館の冊子を配布
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/

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
　同じ悩みを抱えた方たちが集まり、ほっとする時
間を共有する場です。今回は、お茶を飲みながら、
認知症の方への関わり方について学びます。
【とき】4月24日（月）午前10時～11時
【ところ】市公民館 第一会議室
【対象】市内に住む認知症の方またはそのご家族
【内容】「認知症の方への関わり方を学ぼう」
【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 
　（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

真岡市子ども未来育成事業真岡市子ども未来育成事業

ジュニア音楽教室 参加者募集ジュニア音楽教室 参加者募集
【とき】5月から翌年 1月までの土曜、日曜日
　（約 12回）
【ところ】市民会館または青年女性会館
【対象】市内在住の小学 3年生から高校生
【各教室の詳細】
①ヴァイオリン（初級・合奏）定員：各20人、費用：14,270 円
②ヴィオラ（初級）定員：6人、費用：15,160 円
③チェロ（初級）　定員：4 人、費用：34,770 円
④箏（初級・合奏）定員：各 15人、費用：16,064 円
⑤三味線（初級）定員：5 人、費用：6,000 円
【申し込み】4月 24 日（月）までに、下記窓口ま
　たは電話受付

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

5 月5月のの情報センター講座情報センター講座
①Word2013 基礎講座
【とき】20日（土）午前10 時～午後 5時 30 分
【対象】マウスの操作、文字入力ができる方
【内容】文字入力、文章作成、表作成、文字の装飾、
　立体文字や図の描画など
②初級パソコン講座
【とき】21日（日）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】初歩的な文字入力・マウス操作ができる方
【内容】文字入力、ファイルの保存、ウィンドウ操作など

＜①、②共通事項＞
【定員】各回先着 10人ずつ 【受講料】無料【申し
込み】4月 21 日（金）午前 10時から下記にて電
話受付【対象】市内在住または勤務の高校生以上

【申し込み・問い合わせ】
　情報センター ☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

コラボーレもおか協働理解促進講座コラボーレもおか協働理解促進講座
　　NPO法が変わった！NPO法が変わった！

～平成28年度NPO法改正に伴う相談会～～平成28年度NPO法改正に伴う相談会～
【とき】4月28日（金）、4月30日（日）
　午後1時 30 分～ 4 時　※両日とも同じ内容です
【ところ】二宮コミュニティセンター
【対象】NPO法人スタッフ、または今後NPO法人
　設立を考えている方、各日5団体
【参加費】無料　【持ち物】定款、最新の活動報告
　書類一式など
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎81-5522　FAX81-5558（月・祝日休み）

  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。
【受付期限】4月 28日（金）まで
　※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申
　し込みください。（先着順）

春のスポーツ吹き矢教室春のスポーツ吹き矢教室
　スポーツ吹き矢は精神力や集中力を高めるととも
に、スポーツ吹き矢式呼吸法が健康に効果があると
いわれています。プレイを楽しみながら、健康づく
りをしませんか。
【とき】5月 13日、20日、27日、6月 3日
　（毎週土曜日、全 4回）午後 7時～ 9時
【ところ】武道体育館 2階アリーナ
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着16人
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、タオル、
飲み物　【参加料】110円（マウスピース費用）

【申し込み】4月19日（水）から電話（平日午前9時
　～午後5時15分）またはＦＡＸ・Eメールにて受付
【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、年齢、性別を明記

栃木ＳＣから学ぶ栃木ＳＣから学ぶ
親子サッカー教室親子サッカー教室

　栃木サッカークラブ（栃木SC）所属のプロのコー
チからサッカーの基礎を親子一緒に学びます。
【とき】5月 20日（土）　午前 9時 30分～ 11時
【ところ】スポーツ交流館
【対象】市内小学生とその保護者　先着 20組 40人
【参加料】無料　【持ち物等】運動のできる服装、
タオル、飲み物、体育館シューズ

上記共通事項上記共通事項

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

手話通訳者が手話通訳者が
お手伝いしますお手伝いします

　耳や言葉の不自由な方が来庁されたときに、手話
通訳によるお手伝いをします。お客様の利用内容に
より、庁内各課にも同行します。
【配置日時】毎月第 2火曜日、第 4水曜日　
　午前9時～正午　【場所】介護認定審査室（福祉棟2階）

　市では、被保険者の方で「特定健診」を受診され
た方に、真岡井頭温泉、あぐ里っ娘、道の駅にのみ
やで買い物ができる「300 円券」を差し上げてい
ます。特定健診を受けて健康管理、そしてお買い物
券をもらいましょう。
　※平成29年度の健診日程表は、
　　3月末に各世帯に配布しました。

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

特定健診受診者わくわくプレゼント特定健診受診者わくわくプレゼント
「平成29年度 真岡「平成29年度 真岡井頭温泉・あぐ里っ娘・井頭温泉・あぐ里っ娘・
道の駅にのみや利用補助券」を進呈道の駅にのみや利用補助券」を進呈

利用補助券 サンプル▼

まちなか保健室がまちなか保健室が
「赤ちゃんの駅」に「赤ちゃんの駅」に
　まちなか保健室ほっとステーション駅前館・田町
館の２カ所が、「赤ちゃんの駅」に指定されました。
外出先でも安心しておむつ替えや授乳ができます。
ぜひご利用ください。
【利用日時】毎日、午前９時～午後４時
　（年末年始、８月14日、15日を除く）
【内容】おむつ交換、授乳、お湯の提供
【利用方法】施設スタッフに申し出て案
　内を受けてください。
【その他】「赤ちゃんの駅」は下記施設でも実施しています。
　①真岡市役所 ②二宮コミュニティセンター
　③真岡市公民館 ④根本山自然観察センター
　⑤真岡市立図書館 ⑥久保記念観光文化交流館
　⑦真岡市情報センター ⑧井頭温泉チャットパレス
　⑨第一子育て支援センター ⑩第二子育て支援センター

【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室
　☎83-8157 FAX84-1545

市民市民
講座講座 朗読・ボイストレーニング朗読・ボイストレーニング
　初心者向けに『魅力のある声とことばを目指して』
をテーマに学習します。
【とき】5月 9日、16日、23日、30日、
　6月 6日、20日（各火曜日、全 6回）
　午後 1時 30分～ 3時　午後 1時 30分～ 3時
【ところ】青年女性会館 　【受講料】無料【ところ】青年女性会館 　【受講料】無料
【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員20人【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員20人
　　※定員超えの場合は抽選※定員超えの場合は抽選
【申込期限】４月 21日（金）【申込期限】４月 21日（金）
　下記にて電話受付（午前8時30分～午後5時15分）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。※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 FAX83-4070（日曜・祝日休）


