
みんなで楽しむみんなで楽しむ
第3回第3回  ショートテニス教室ショートテニス教室

【とき】1月20日（土）午後1時30分～3時 30分
【ところ】総合体育館　【参加料】無料　
【対象】市内在住の小学生以上　先着 30人　

冬も元気に！冬も元気に！
わんぱく親子スポーツ教室わんぱく親子スポーツ教室
　親子でトランポリンやニュースポーツ（スポーツ
吹き矢など）にチャレンジします。
【とき】1月20日（土）午前 9時～正午
　※ 1回のみの教室となります。
【ところ】総合体育館　【参加料】無料　
【対象】市内小学生とその保護者 先着 30組（60人）

共通事項共通事項
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、
タオル、飲み物

【申し込み】12月20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、学年、性別を明記

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/

1 月1 月のの情報センター講座情報センター講座
①タブレット入門講座
【とき】12日（金）午後 2時～ 5時
【対象】タブレットを使用したことがない方
【内容】タブレットの起動、終了方法などの基本操作
②初めてのパソコン講座
【とき】13日（土）午後 2時～ 5時
【対象】パソコンを使用したことがない方
【内容】パソコンの起動、終了方法、
　初歩的なマウスの操作、キーボード操作など
＜①、②共通事項＞
【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【定員】各回先着 10人 　【受講料】無料
【申し込み】12/22（金）10:00 から電話受付
【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】1月11日（木）午前9時50分～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 10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】12月 22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

  1 月1 月のの　　
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（1日・2日・3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（1日・2日・3日・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（1日･2日･3日 ･23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
11 日（木）

午前10時45分～

三つ子のふれあいタイム

30日（火）
育児講座あいあい
「親子で楽しくリズム＆
ストレッチ体操」

31日（水） 誕生会

【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

  9 日（火）
午前10時45分～

誕生会
10日（水） 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】1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

＆サロン＆サロン

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～
両親学級両親学級ののご案内ご案内

　赤ちゃん人形を使った沐浴体験、妊婦
疑似体験などを行います。
【とき】1月 13日（土）
　午前9時30分～11時30分（開始5分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦（おおむね妊娠24週以降）
　先着15組　【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】12月 22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

科学教育センターイベント案内科学教育センターイベント案内
★プラネタリウム冬の夜間特別公開★
　冬の星空にまつわるものがたり

【とき】12月 21日（木） 午後 7時
　※途中入場不可（投影時間約 50分）
【観覧料】高校生以上 200円、４歳～中学生 100円、
3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
　※定員になり次第、観覧券の販売は終了します。
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611 FAX 83-6211

市民市民
講座講座

魚のさばき方講座
～イナダをさばこう～

　イナダを使って、魚のさばき方と調理法を学びます。
【とき】1月 17日（水）午前 9時 30分～午後 1時
【ところ】市公民館 真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方 20 人（定員超抽選）
【受講料】1,800 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、出刃包丁、
冷たい状態でさばいた魚を持ち帰れる容器、保冷剤

【申し込み】12月 15日（金）～ 22日（金）までに、
下記窓口または電話・ＦＡＸで受付

　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

料金無料
秘密厳守 1 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 9日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 9日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※12/22（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

9日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

9、16、23 日
各火曜日9:00～15:00

【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

猫猫にに関関するする苦情苦情がが増増えていますえています
飼い方についてもう一度考えましょう飼い方についてもう一度考えましょう

　猫のふんやおしっこなどでご近所への迷惑を引き　猫のふんやおしっこなどでご近所への迷惑を引き
起こしたり、無責任なえさやりによるのら猫の増加起こしたり、無責任なえさやりによるのら猫の増加
など、猫に関する相談が増えています。など、猫に関する相談が増えています。
■猫の飼い主さまへ
◎猫は室内で飼いましょう
　ふん尿などの被害防止、逸走の防止、交通事故や
感染症の危険から猫を守るためです。室内でも上下
運動ができればストレス運動不足は解消できます。
◎迷子札をつけましょう
　飼い主としての責任を示し、のら猫と識別する
ためにも、名札などで所有者を明示しましょう。
◎避妊去勢手術を行いましょう
　不幸な猫を増やさないために、避妊去勢手術
を行い、繁殖制限をしてください。

【問い合わせ】環境課環境保全係　☎ 83-8125
　栃木県動物愛護指導センター　☎028-684-5458

水ぼうそう任意予防接種水ぼうそう任意予防接種
終了のお知らせ終了のお知らせ

　3歳以上小学校就学前のお子さんで、水ぼうそう
の予防接種が2回完了していない方に、任意接種と
して費用の一部5,000円の助成を行ってきましたが、
平成30年 3月 31日をもって助成を終了します。平
成 30年 4月 1日から、水ぼうそうは定期接種（1
歳以上3歳未満が対象）のみとなります。
　水ぼうそうの定期接種を受けそびれてしまった方
で、水ぼうそうの予防接種が2回完了していない小
学校就学前までの方は、3月 31日までに水ぼうそう
任意接種を受けることができます。任意接種助成終
了後も3歳以上のお子さんが水ぼうそう予防接種を
受けることはできますが、全額自己負担になります。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎81-6946　FAX83-8619

「ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡」「ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡」
参加された皆さまへ参加された皆さまへ

  記録票を提出し、記念品をゲットしましょう！
　9月にスタートした、「ちゃれんじ 60 歩こうか
真岡」が今月で終了します。ウォーキングが参加者
皆様の生活習慣のひとつになりましたでしょうか。
60日達成した方は、記録票を提出しましょう。提
出者全員に参加景品を贈呈します。
【提出先】市役所健康増進課窓口または二宮コミュ
　ニティセンター窓口
【提出期限】1月 31日（水）まで
【問い合わせ】健康増進成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX83-8619

市民市民
講座講座 はじめての鉛筆画
　初心者を対象とした鉛筆画の基礎を学びます。
【とき】1月 9日、23日、30日、2月 13日、20日
午前 9時 30分～ 11時 30分（各火曜日、全５回）
【ところ】市公民館 第 7会議室
【対象】市内在住、在勤の成人者  20人（定員超抽選）
【受講料】無料【持ち物】鉛筆（Bと２B）、鉛筆削り
【申し込み】12月 21日（木）までに、　下記へ電
話申し込み（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【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）

画

認知症カフェ認知症カフェ『『もめんカフェ』もめんカフェ』
　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。
【とき】12月 25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】介護保険外のサービスについて【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）
【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

午

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき体操教室

　ボールやマットを使用した運動や
ストレッチ等を実施します。
【とき】 1 月 10日（水）開始  
　（毎週水曜日 全 8回）午前 9時～ 10時
【ところ】“いちご”の湯（真岡井頭温泉）iFitness内
　※送迎はありません、各自お越しください。
【対象】市内在住の 65歳以上の方で本プログラム
に初めて参加する方　先着 15人

【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

金）まで

みんなのひろば
●「2018 マロニエメイツ」募集
　緑化推進運動や栃木県のイメージアップ活動などで
活躍する明るくフレッシュな方を募集します。【募集人
員】3人【応募資格】県内在住の満 18歳以上の方（高
校生は除く※平成 30年 3月末日までに卒業見込みの
高校生は可）【勤務内容】平成 30年 4/1 ～平成 31年
3/31 の 1年間、マロニエメイツとして各種行事等で活
動（年間活動日数は約30日、日当および交通費実費を
支給）【応募方法】応募フォーム（または応募フォーム
の必要事項を記入した用紙）と写真（応募者の上半身が
写ったものでサービスサイズ版1枚）を添えて下記へ送
付または持参。【募集期限】1/19（金）まで【審査方法】
2/25（日）13:30 から栃木県総合文化センター（宇都
宮市本町1-8）において面接審査【その他】賞品：旅行
券（10万円分）など【問い合わせ】公益社団法人とち
ぎ環境・みどり推進機構「2018マロニエメイツ」募集
係 〒 321-0974 宇都宮市竹林町 1030-2 ☎ 028-643-
6801、ホームページhttp://www.t-kms.sakura.ne.jp/


