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第１回第１回
ノルディックウォーキング教室ノルディックウォーキング教室
　２本のポール（ストック）を使って歩行運動を補
助し、エクササイズ効果をアップします。
【とき】5 月 20 日、6 月 3 日、17 日（各土曜日、
　全 3回）　午前 9時～ 11時 30分　
【ところ】井頭公園　※雨天時はスポーツ交流館
【対象】市内在住在勤の一般男女 先着20人　【参加費】無料
【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物
　※ポール（ストック）は、事務局で用意します。
【申し込み】5月1日（月）から電話（平日午前9時
　～午後 5時 15分）・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 ﾙは氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

「まちなか保健室」駅前館で「まちなか保健室」駅前館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】5月7日（日）午前10時～正午
【内容】『減塩のヘルシーレシピについて』
【講師】栄養士
【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 4時）
【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

ハーブのあるハーブのある
素敵な暮らし講座素敵な暮らし講座

【ところ】市公民館 第 7会議室【ところ】市公民館 第 7会議室
【対象】市内在住または勤務の成人の方　30人【対象】市内在住または勤務の成人の方　30人
　　※定員を超えた場合は抽選※定員を超えた場合は抽選
【申し込み】5月12日（金）までに電話、窓口（午前【申し込み】5月12日（金）までに電話、窓口（午前
　8時30分～午後5時15分）、にて本人が申し込み。　8時30分～午後5時15分）、にて本人が申し込み。
　下記からお好きな講座をお 選びください。　下記からお好きな講座をお 選びください。
　　※全日程の受講可。受講料は、その都度頂きます。※全日程の受講可。受講料は、その都度頂きます。
　※キャンセルは３日前から受講料をいただき材料　※キャンセルは３日前から受講料をいただき材料
　　をお渡しします。　　をお渡しします。

　　

【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）

　　　① 5月 28日（日）午前 10時～正午
　　毎日使うハーブの調味料、人にも環境にも優
　　しい防虫剤　《受講料》1,200 円
　② 7月 23日（日）午前 10時～正午
　　アロマオイルで虫除けスプレー、日焼けケア
　　のジェル　《受講料》1,000 円
　③ 9月 10日（日）午前 10時～正午
　　ハーブティーを学ぶ&美肌アロマソープ、ハーブ
　　ティーの入れ方（効能・効果等）　《受講料》1,000円
　④ 11月 26日（日）午前 10時～正午
　　ヒアルロン酸たっぷりの手作りアロマ美容ク
　　リーム　《受講料》1,200 円

【とき】 5 月 18日（木）
【ところ】真岡商工会議所（真岡市荒町 1203）
【参加料】無料
①とちぎジョブモール巡回セミナー①とちぎジョブモール巡回セミナー
【とき】午前 10時 30分～正午
【内容】応募書類の書き方
【講師】ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会②とちぎジョブモール巡回相談会
【とき】午後1時～4時
【内容】就職活動・スキルアップに関するアドバイス、
　履歴書の書き方、面接の受け方、職業適性診断
③とちぎ生涯現役シニア応援センター③とちぎ生涯現役シニア応援センター
　ぷらっと巡回相談会　ぷらっと巡回相談会
【とき】午後 1時～ 4時
【内容】セカンドライフ、ボランティアや就労など
の社会参加活動、生涯学習に関するアドバイス

◆①～③共通事項◆◆①～③共通事項◆
【申し込み】5月 17 日（水）午後 5時までに下記窓
口または電話受付

【問い合わせ】商工観光課勤労者係 
　☎ 83-8134 FAX83-0199

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー巡回相談会＆巡回セミナー

ヤング健診受診者募集ヤング健診受診者募集
　半日もかからずに低料金で、あなたの健康状態を
目に見えるカタチにできます。この機会に申し込み
ください。
【受付】午前 8時 30分～ 10時 30分
募集日程 実施会場
6/4（日） 総合福祉保健センター6/5（月）

【対象】市内在住で下記の内容を満たす方

健診の種類（内容）健診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 自己自己
負担金負担金

①
特定健診

（身体計測・腹囲・
血圧・尿中塩分
測定・血液検査）

30～39歳の男女 50人 無料

②

子宮頸がん検診
（頸部がん検査）

30～39歳の女性
50人 400 円

乳がん検診
（超音波検査） 50人 200 円

③ 骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性 50人 100 円

※各健診項目について、年度内1回の受診となります。※各健診項目について、年度内1回の受診となります。
【申込方法】健診日の 1週間前までに【申込方法】健診日の 1週間前までに電話・FAX・
　Eメールで申し込み。

【問い合わせ】Eメール kenkou@city.moka.lg.jp
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

【問い合わせ】市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

　伝統の真岡もめんの着物を着て、門前地区をまち
あるきしてみませんか。
　着付けのみのコースの他、イタリアンレストラン
「Trattoria COCORO」のランチが付いたコースや観光物
産館で使えるお土産用金券の付いたコースもあります。
【とき】5月 7日、28日（各日曜日）
【申し込み】開催前日まで下記窓口または電話にて
受け付けます。（先着順）

　※詳しくは、観光協会ホームページをご覧ください。

5 月の5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・地域サロン開設日】

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

地域サロン大内分館
（大内農業構造改善センター）

9日･16日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム16日 10時45分～

地域サロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

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

地域サロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

11日･18日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム18日 10時45分～

地域サロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

12日･19日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム19日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（16日、18日、24日、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（火） 午前10時45分～ リズムで遊ぼう
11日（木） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム
27日（土） 午前10時30分～ 子どもフェスティバル

【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】
8日（月） 午前10時45分～ 健康相談
24日（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

【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】
12日（金）、19日（金）、
26日（金）午前 11時～ 体育遊び

25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】5月 10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・相談先】市内保育所、認定こども園等

　 5月 5 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき・ところ】10日（水）：青年女性会館
　20日（土）：市公民館二宮分館
　いずれも午前10 時～11時
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【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

ちゃれんじもおかちゃれんじもおか
バーデ deエクササイズバーデ deエクササイズ
体験教室参加者募集体験教室参加者募集

　自由参加型のバーデプール教室です。水中ウォー
キングや音楽に合わせ楽しく体を動かし、無理なく
シェイプアップ、筋力アップができます。
【募集コース】  6 ～ 7月コース：40人 
【ところ】 井頭温泉内バーデプール
【内容】2ヶ月間でバーデプールレッスンを 5回、　
　自由に選んで参加　
【対象】30～ 64歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・コレ
　ステロールなどが気になり運動したいと考えている方
【申し込み】5/25（木）までに井頭温泉へ電話で申
し込み（☎ 83-8822、10:00 ～ 21:00）⇒井頭
温泉で資料受取（5/1（月）～ 25（木）、15:00
～ 17:00）　※火曜日を除く ※お一人様、年 1回
1コースの参加

【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 

5 月の図書館だより5 月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫2、9、16、23、30日（火）午前１０時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語の絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 13日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 13 日（土）午後 2時～
　「『ムーミン』パペット・アニメーション～パパの
　青春の巻～」から３話（30分）
≪映写会（大人向け）≫ 16 日（火）午後 2時～
　「家で死ぬということ」（88分）
≪おはなしの森≫ 20 日（土）午後 2時～
≪幼児向けおはなし会≫ 26日（金）午前10時～
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫4日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫「絵本の読み聞かせ＆工作（ホ
　バーキャットと仲間たちをつくろう）」
　13日（土）午前10 時～
≪映写会（大人向け）≫ 18日（木）午後2時～
　「二宮金次郎物語」（115分）
≪スタッフの読み聞かせ≫ 20日（土）午後2時～
≪三つ子の魂育成事業≫23日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 27 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 27日（土）午後2時30分～
　「日本の昔ばなし町のねずみと田舎のねずみ ほか」
　から４話（30 分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

5 月の休館日5月の休館日 （真岡・二宮）１、８、15、22、29日
（二宮）21日

芳賀郡市医師会市民公開講座芳賀郡市医師会市民公開講座
講演会講演会「乳がんについて」「乳がんについて」

【とき】5月 21日（日）午後 1時～ 3時【とき】5月 21日（日）午後 1時～ 3時
　（受付は午後 12時 30分から）　（受付は午後 12時 30分から）
【ところ】青年女性会館　【参加料】無料【ところ】青年女性会館　【参加料】無料
【講師】自治医科大学 乳腺科 准教授 藤田 崇史 氏【講師】自治医科大学 乳腺科 准教授 藤田 崇史 氏
【問い合わせ】
　芳賀郡市医師会 ☎ 82-3185　
　健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946 FAX83-8619

市民市民
講座講座 初心者の英会話講座初心者の英会話講座

【とき】６月２日（金）から 11月中旬頃まで　【とき】６月２日（金）から 11月中旬頃まで　
　（毎週金曜日、全 20回）午後７時～８時３０分　（毎週金曜日、全 20回）午後７時～８時３０分
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【受講料】2,700 円（テキスト代ほか）【受講料】2,700 円（テキスト代ほか）
【対象】市内在住または在勤の方　40人　【対象】市内在住または在勤の方　40人　
【申し込み】5月10日（水）までに下記窓口、電話、【申し込み】5月10日（水）までに下記窓口、電話、
　FAX受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　FAX受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※ご本人が申し込みください。　※ご本人が申し込みください。
【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）


