
みんなのひろば

●必ずチェック  最低賃金  使用者も、労働者も
　栃木県最低賃金は、2017/10/1 から時間額 800 円
に改正発効されています。県内の 6の産業の特定最低
賃金は、2017/12/31 から以下の通り改正発効され
ます。『塗料製造業：時間額 923 円』、『はん用機械器
具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業：時間額
869 円』、『電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
器具、情報通信機械器具製造業：時間額 869 円』、『自
動車・同付属品製造業：時間額 875 円』、『計量器・測
定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療
用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ
製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業：
時間額 869円』、『各種商品小売業：時間額 837円』【問
い合わせ】栃木労働局労働基準部賃金室☎ 028-634-
9109、FAX028-632-6585、最寄の労働基準監督署

≪1月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

11日（木）9:30 ～ 16:00 真岡市役所（東側駐車場）

30日（火）

9:00 ～ 10:30 仙波糖化工業第三工場
11:10～12:00 仙波糖化工業第二工場
13:30～15:00 仙波糖化工業本社

15:45～16:30 東京電力パワーグリッド㈱栃木総支社真岡事務所

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 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/

1 月1 月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 11日（木） H29年 8月 2日　   ～ 8月 31日生

9カ月児健診
5日（金） H29年 2月 16日　   ～ 3月 15日生

26日（金） H29年 3月 16日　   ～ 4月 12日生

1歳 6カ月児健診 12日（金） H28年 5月 31日～6月25日生

3歳児健診 16日（火） H26年 11月 28日　   ～ 12 月 19日生
2歳児歯科検診 29日（月） H28年 1月生

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】予診票、母子健康手帳、健やか親子 21　
　設問票（4カ月・１歳6カ月・3歳健診対象者のみ）、
　歯ブラシ・タオル（歯科検診のみ）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

1 月の「マタニティ・子育て相談会」1 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】10日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター

育児相談 母乳・ミルク相談
要予約

子どもの栄養相談 妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳　
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎83-8121 FAX83-8619

1 月の図書館だより1 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≫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～
　「日本の昔ばなし」から『大江山の鬼退治』『小僧
とネコの絵』『貧乏神』の3話上映（24分）
≪映写会（大人向け）≫ 16日（火）午後2時～
　劇団四季ミュージカル「壁抜け男 モンマルトル
恋物語」（111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≫ 13 日（土）午前 10時～
　【内容】絵本の読み聞かせ＆工作（プロペラたこ）
　をつくろう
≪映写会（大人向け）≫ 18日（木）午後 2時～
　シリーズ現代の狂言「無布施経 萩大名」（72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～
　「日本の昔ばなし」から『桃太郎』『はちかつぎ姫』『十二
支のはなし』『いくさはやめた』の４話上映（30分）

【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

1 月の休館日1月の休館日（真岡・二宮）1日、2日、3日、15日、　　　　　　22日、29日

市民市民
講座講座             

【とき】1月 20日（土）午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住または勤務の成人の方  先着 65人【対象】市内在住または勤務の成人の方  先着 65人
【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾等頭【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾等頭
にかぶるものにかぶるもの

【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）
【申し込み】【申し込み】1月 5日（金）午前8時30分から1月 5日（金）午前8時30分から電話受付話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704  FAX 83-6147（日・月曜・祝日休）

正午午

【ところ】 観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内）
とき 内容（主催） 参加料

6日（土）、20（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

7日（日）、21 日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

11日（木）、25日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

18（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

1 月1月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎ 74-0107  FAX 74-0187（日・月曜・祝日休）
　※年末年始（12/29 ～ 1/3）は休館

参加者募集！
第26 回  第26 回  にのみやにのみや『たこあげ大会』『たこあげ大会』
～自分で作ったたこを～自分で作ったたこを

大空高く飛ばしてみませんか！～大空高く飛ばしてみませんか！～
【とき】1月 14日（日）午前 10時から
　※荒天時 1月 21日（日）に延期
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園（砂ヶ原橋南左岸側）
【内容】①手作りのたこあげ（子ども部門、一般部門）
　②アイデアデザイン審査・あがり具合審査（各賞あり）
　③赤城凧の会による大だこあげ
【対象】子ども部門（幼児～小学生）、一般部門（中学生以上）
【参加資格】手作りだこであればどなたでも参加可
【参加料】無料
【申し込み】1月 5日（金）までに下記にて電話受付

根本山しぜん体験教室
カブトムシのすみかづくりカブトムシのすみかづくり
　雑木林の落ち葉を集めて、カブトムシ
のための堆肥場を作ります。
【とき】1月7日（日）午前9時30分～正午　
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】汚れても良い動きやすい服装、長靴、軍手
【申し込み】【申し込み】12月23日（土）午前8時30分から12月23日（土）午前8時30分から電話受付話受付
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター 
　☎83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）
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健診を受けていない方もまだ間に合います健診を受けていない方もまだ間に合います
生活習慣病健診生活習慣病健診をを追加実施追加実施
　以下の日程で追加健診を実施しますので、まだ健
診がお済でない方は、ぜひこの機会に受診してくだ
さい。※人間ドッグを受診した方は除きます。
◆1月23日（火）、24日（水）：総合福祉保健センター
◆1月25日（木）：二宮コミュニティセンター
【受付時間】午前8時～10時【定員】各日先着200人
【申し込み】1月 17日（水）までに、下記にて電話、
　FAX、メール、インターネットで受付
検診の内容 対象（市内在住の方） 費用
特定健診
（心電図・血液・
医師の診察など）

40歳以上の方
（国民健康保険
加入者）

無料
（国民健康保険
加入者のみ）

胃がん検診
40歳以上の方

400円
肺がん検診

100円大腸がん検診
前立腺がん検診 50歳以上の男性
※ 1月の女性がん集団検診は、定員となりました。
　2月以降、または施設検診を申し込みください。
　※詳細は、下記までお問い合わせください。
【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

真岡市就労者定住促進真岡市就労者定住促進
奨学金返還支援事業奨学金返還支援事業

　奨学金を受けて大学に進学した方が、卒業後に真
岡市に居住し、かつ、就労した場合、返済された奨
学金の全部または一部を補助することで、大学卒業
後の働く世代が市内に定住することを促進します。
【対象となる奨学金】
１．日本学生支援機構の第一種奨学金（無利子）
２．地方自治体が貸与する無利子の奨学金
３．公益財団法人栃木県育英会が貸与する無利子の奨学金
４．その他  市長が認める公的機関の無利子の奨学金
【補助額】1人あたり 200万円を上限
【補助金交付の対象者】次の全てを満たす方
・４年生以上の大学に進学し卒業した方
・平成 27年度以降に奨学金の返還を開始した方
・真岡市の事業所に勤務する方
・真岡市の居住実態がある方　など・真岡市の居住実態がある方　など
【問い合わせ】学校教育課総務係
　☎ 83-8180　FAX83-8080

●真岡共同高等産業技術学校 平成30年度入校生募集
　建築に関する技能修得、技術向上を目指して職業訓練
を行っています。新規学卒者をはじめ、現在事業所で働
いている方、男女・経験を問わず入校生を広く募集して
います。気軽にご相談ください。【募集学科】①木造建
築科（定員15人・期間 3年間）入校資格：義務教育修
了以上・年齢制限なし、授業内容：建築の基礎知識、大
工技能実習など ②建築設計科（定員10人・期間2年間）
入校資格：高校卒業以上・年齢制限なし、授業内容：建
築の基礎知識・住宅の設計製図演習など【募集期間】平
成30年 1月～ 3月【入校時期】平成30年 4月【入学金】
10,000 円【授業料】年額 60,000 円【授業日】毎週土
曜日 13:00 ～ 18:30【申し込み・問い合わせ】真岡共
同高等産業技術学校 （真岡市八條106-1）☎ 83-3201、
FAX83-3850（火曜～土曜、9:00～ 16:00）

プロ直伝
みそづくり講座

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。サポー
ターとは、何か特別なことをするのではなく、認知
症の人や家族に対する理解者になることです。
【とき】1月 10日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 1会議室　【受講料】無料
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【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

剪定枝を無料配布します剪定枝を無料配布します
　街路樹（けやき）を剪定した枝（生木）を無料配
布します。真岡市民で家庭用薪ストーブ等に利用す
る方が対象です。　※完全予約制
【配布期間】1月 26日（金）～ 28日（日）、2月 5（月）
～ 2月 7日（水）午前９時～午後 4時 
　※各自で手積みとなりますので、必要な工具等を
　　ご用意ください。
【配布場所】西田井グリーンセンター
　（西田井 548番地の西側）
【予約方法】下記窓口へ電話で申し込みください。
【予約受付期間】12月 25日（月）～ 28日（木）
　午前 9時～午後 5時
【注意事項】道路混雑解消のため、完全予約制の配
布となります。センター内では、係員の指示にし
たがってください。

【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎83-8724  FAX83-8879
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