
市民市民
講座講座

【とき】12月 1日、8日、15日　
　午前 9時～正午頃　　午前 9時～正午頃　（毎週金曜日、全 3回）
【ところ】市公民館二宮分館　調理室
【対象】市内在住または勤務の方　先着 14人【対象】市内在住または勤務の方　先着 14人
【内容】そば打ち（打ったそばは、持ち帰ります）【内容】そば打ち（打ったそばは、持ち帰ります）
【受講料】1回 800 円（材料代）【受講料】1回 800 円（材料代）
【持ち物】【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、そばを持ち帰る容器エプロン、三角巾、タオル、そばを持ち帰る容器
【申し込み】11 月 7 日（火）から下記窓口または【申し込み】11 月 7 日（火）から下記窓口または
　　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）
【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）

「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

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
桐生麻耶「JAZZY」桐生麻耶「JAZZY」
DANCE  AND  T H E  B EA TDANCE  AND  T H E  B E A T

【とき】12月 23日（土）
　1回目：午前 10時 30分開演
　2回目：午後 1時 30分開演
　3回目：午後 4時 30分開演
　（各回とも、30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール
　（市民会館）小ホール
【入場料】3,000 円　現在発売中
　（真岡市芸術鑑賞会員は市民会館購入時のみ500円引き）
【プレイガイド】市民会館 ☎83-7731（日・月・祝日を
除く8：30～17：15）、FKDインターパーク宇都宮
☎028-657-6534、FKDショッピングプラザ宇都
宮☎028-623-5269、公文協公演情報＆TICKETS

　(パソコン・スマートフォンから予約・購入可 )
　※公演中の動画および写真撮影禁止
【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

麻しん（はしか）・風しん混合の麻しん（はしか）・風しん混合の
予防接種を受けましょう予防接種を受けましょう 

　予防対策はワクチン（予防接種）が有効です。
早めに予防接種を受けましょう。
【接種場所】市内の予防接種実施医療機関（要予約）
【持参するもの】予約票、母子健康手帳、こども医
療費受給資格証など住所が確認できるもの

【費用】無料
◆第 1期◆
【対象】1歳から 2歳未満のお子さま
【摂取期間】随時
◆第 2期◆
【対象】小学校就学前 1年以内の年長児に相当する
お子さま（H23年4月2日生～H24年4月1日生）

【接種期間】平成 30年 3月 31日まで
【問い合わせ】健康増進課健康支援係 
　☎ 81-6946　FAX83-8619

広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

みんなのひろば
● 11月は「子ども・若者育成支援強調月間」です
　栃木県では“子どもを育むための大人の基本理念や
行動指針”として、平成 22年 2月に「とちぎの子ど
も育成憲章」を制定しました。この憲章は、県民が力
を合わせて子どもたちを健全に育てていくために、大
人が具体的に取り組む姿勢を分かりやすく示していま
す。子どもたちが夢や希望を持ち心豊かでたくましく
成長するために、是非、私たち大人が積極的に子ども
たちと関わっていきましょう。

ラジオ体操講習会ラジオ体操講習会
【とき】11月 8日（水）、22日（水）午前10時～11時
　※同じ内容になります、参加は1回でお願いします。
【ところ】スポーツ交流館
【対象】ラジオ体操に興味があり、地域
　でも取り組んでみたいと思っている方
【講師】公認 1級ラジオ体操指導士　田邊 恭子 氏
【持ち物】上履き
【申し込み】実施日前日までに、下記へ電話・FAX・
E メールで申し込み。

【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

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき体操教室いきいき体操教室

筋力トレーニング 編筋力トレーニング 編
　筋トレマシンを使用した体操教室です。初めての方
でも、無理なく続けられるよう、スタッフが指導します。
【とき】 ①12月5日から毎週火曜日（12:00～13:00）
　　　②12月5日から毎週火曜日（15:30～16:30）
　　　③12月7日から毎週木曜日（12:00～13:00）
　　　④12月7日から毎週木曜日（15:30～16:30）
　※全 8回　※申込順に受講日時を決定
【ところ】カーブス真岡荒町店（オータニ荒町店内）
【対象】各回先着 2 人、市内在住の 65 歳以上の
女性で本プログラムに初めて参加する方

【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

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
【とき】 11 月 16日（木）　【参加料】無料
【ところ】真岡商工会議所（真岡市荒町 1203）
【申し込み】11月 15日（水）午後 5時までに下記
窓口または電話申し込み
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】面接の受け方とメンタルトレーニング
【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
  　（キャリアカウンセリング）  　（キャリアカウンセリング）
【とき】午後 1時～ 4時
【内容】就職活動、履歴書の書き方、面接の受け方、
スキルアップに関するアドバイス。職業適性診断、
若者求職者バウチャー事業カウンセリング。
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

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

【とき】11月 12日（日）午前 10時～正午
【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
【内容】血圧が気になる方の食事　【講師】栄養士
【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

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】  12 ～ 1月コース：40人 
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）バーデプール
【内容】2カ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】11 月 25 日（土）までに井頭温泉へ
電話申込⇒ 11 月 25 日（土）（15:00 ～ 17:00）
までに井頭温泉で資料受取　
　※お一人様、年 1回 1コースの参加
【申し込み】井頭温泉 ☎83-8822（10:00～21:00 火曜休）
【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 

真岡市まちかど美術館真岡市まちかど美術館
◆市民ギャラリー◆

和子会グラン・ジュテ押花教室作品展示会
【期間】11月10日（金）まで  午前 9時～午後 5時
　 （最終日は午後 3時まで）
【ところ】まちかど美術館
　 （田町 2203 番地 1）
　※駐車場は寿町中央商店街駐車場をご利用ください。 
【入館料】無料 　【休館日】11月 7日（火）
【問い合わせ】和子会 090-4620-9083
　文化課文化振興係☎ 83-7731 FAX83-4070

ぬくもり ふれあい むすびあいぬくもり ふれあい むすびあい
第24回第24回  山前地区公民館まつり山前地区公民館まつり

【とき】11月12日（日）午前9時から　※雨天決行
【ところ】山前農村環境改善センター
【内容】作品展示（午前 9時から）、芸能発表会（午
前9時 30分から）、地域物産店（午前10時から）、
カレーライス無料配布（午前 11時から）

【問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802 FAX83-6146（日・月曜・祝日休）

認知症カフェ「カフェ里」認知症カフェ「カフェ里」
　認知症カフェとは、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できる場です。
【とき】11月 10日（金）午前 10時～ 11時
【ところ】グループホームきぬの里（中 313-3）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも参加可
【内容】レクリエーション、相談など
【参加料】100円（おいしいコーヒーつき）
【申し込み】グループホームきぬの里へ直接電話申し込み
【申し込み】グループホームきぬの里 ☎ 83-5355 
【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

年越しそばを打ってみませんか
そば打ち教室

認知症講演会認知症講演会
～認知症の人の声に耳を傾けて～～認知症の人の声に耳を傾けて～

【とき】12月 19日（火）午後 1時 30分～ 3時
　(開始 30分前から受付 )
【ところ】市民“いちご”ホール
　（市民会館）小ホール
【対象】認知症に関心のある市民、医療・
　福祉・介護等の関係者（定員になり次第受付終了）
【講師】オレンジサロン「石蔵カフェ」福本 知恵子 氏
　認知症の人と家族の会　栃木県支部　世話人代表
　金澤 林子 氏　
【参加料】無料
【申し込み】11月6日（月）から、下記へ電話にて申し込み
【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

みんなで楽しむウォークラリーみんなで楽しむウォークラリー
【とき】11月 23日（木・祝）
　午前 8時 30分集合　※雨天中止
【ところ】総合運動公園陸上競技場
　（総合運動公園陸上競技場を発着
　とした山前地区を歩くコース）
【対象】小学生以上どなたでも　先着 40 人
　（小学生の参加の場合は必ず保護者同伴）
【参加費】大人 300円、中学生以下 200円
【申し込み】11月 20日（月）までに、下記へ電話
（平日午前 9時～午後 5 時 15 分）・FAX・E メー
ルで申し込み

【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・年齢を明記

●調停相談会
【とき】11月 8日（水）9:00 ～ 15:00　※予約不要
【ところ】総合福祉保健センター、茂木町水道庁舎
【内容】離婚・扶養・相続・家事に関する一切の相談、
交通事故・金銭の貸借（サラ金・その他）・土地・建物
問題、その他民事一切の相談（秘密は厳守します）
【相談員】民事調停員、家事調停員【相談料】無料
【問い合わせ】真岡調停協会☎82-2076　

自衛官自衛官をを募集募集
◆陸上自衛隊高等工科学校生徒採用試験◆

　平成 30年 4月に入校する高等工科学校生徒を募
集します。
【応募資格】中学校卒業者（見込み含む）で15歳以上
　17歳未満（H13年 4月 2日生～ H15年 4月
　1日生）の男子　
【受付期間】11月1日（水）～平成30年1月9日（火）
【試験日】一次試験：平成 30年 1月 20日（土）
【試験会場】宇都宮地方合同庁舎
【試験種目】国語、社会、数学、理科、英語、作文

◆自衛官候補生採用試験◆
　平成30年3、4月に入隊する自衛官候補生を募集します。
【応募資格】採用予定月の1日現在、18歳以上27歳
　未満の男子
【受付期間】9月 9日（土）～ 11月 28日（火）
【試験日】12月 2日（土）、3日（日）
【試験会場】陸上自衛隊北宇都宮駐屯地
【試験種目】筆記試験（国語、数学、社会、作文）、
　口述試験、身体検査
※真岡市では、地方自治法第2条第9号の法定受託事務として、
募集時期に応じて、自衛官募集情報などをお知らせしています。

【資料請求・問い合わせ】
　〒321-4307 真岡市西郷2585-252（栄光ビル2階）
　自衛隊真岡募集案内所　☎ 83-7818（ FAX 兼）


