
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】現在受付中、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

午

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

●第 13回真岡市長杯将棋大会開催
【とき】1 月 14 日（日）9:00 ～ 9:45 受付、10:00
対局開始【ところ】青年女性会館【参加資格】将棋
の好きな方ならどなたでも参加できます。【会費】一
般 1,500 円、小学生・中学生・女性 1,000 円（賞品、
飲み物、昼食代含む）【対戦方法】棋力別（自己申告）
によるA,B,C のクラスおよび小学生のクラスに分か
れての総平手戦【賞品】優勝者・準優勝者と 3位には
賞状および賞品が授与されます。【問い合わせ】真岡
市将棋連合会 ☎ 090-7282-9119（三澤）

根本山しぜん体験教室
冬の水辺の生き物を探そう冬の水辺の生き物を探そう
　熊手で池の中の落ち葉をかき出して、その中で越
冬している生き物を観察します。
【とき】1月 20日（土）午前 10時～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】 汚れても気にならない暖かい服装、帽
子、長靴、ゴム手袋　

【申し込み】【申し込み】1月6日（土）午前8時30分から1月6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）

●宇都宮大学農学部附属農場
　オープンエコファーム参加者を募集します
　10年間以上無農薬、無化学肥料栽培の附属農場の畑
50a、水田 2aを使用し、 参加者が自由に作付け管理す
る 1グループ 50平方メートルの個人担当地畑と、 共
同で水稲有機栽培を行う水田 2aでエコファームを開
設します。 有機栽培、食の安全・安心、地産地消に興
味のある方々を対象として参加者を募集します。参加
者は必ず月1回（原則として第4土曜日の午後）の共
同作業に参加すること、個人担当地で農薬、化学肥料
を使用しない有機栽培を実践し、作付品目・栽培管理
等については、 主に参加者主体で行うことが条件です。
【開設予定期間】3月 10日（土）～ 12月 8日（土）
【募集人員】計 50 家族（区画）※個人単位での参加
も可能です。【募集期間】1月 9日（火）～ 2月 2日
（金）必着【応募方法】エコファーム参加申込書に必
要事項を記入のうえ、郵送またはＦＡＸでご応募くだ
さい。応募者多数の場合は抽選を行います。【申し込
み・問い合わせ】〒321-4415栃木県真岡市下籠谷443
宇都宮大学農学部附属農場 農場係 ☎84-2424 FAX84-
2425、ホームページhttp://www.utsunomiya-u.ac.jp/

●「押し絵～和紙で冬を織る～展」を開催
【とき】1/9（火）～ 1/28（日）【ところ】二宮コミュ
ニティセンター 2階【問い合わせ】コラボーレもお
か☎ 81-5522、FAX81-5558

バスで行くスキー教室バスで行くスキー教室 
【とき】2月 4日（日）
　午前 5時 15分 総合体育館前集合
【ところ】会津高原たかつえスキー場
　（福島県南会津町）
【対象】市内在住または勤務の方  先着 35人
　※小学生以下は保護者同伴
　（講習会は小学生以上、未就学児はそり遊び）　
【参加料】小学生以上 2,000 円、幼児 500円
　（保険代含む、リフト代別）
【申し込み】1 月 21 日（日）までに現金を添えて
　イリエスポーツへ直接申し込みください（電話不可）。
　1月 22日（月）以降のキャンセルは、キャンセル
料 50％がかかります。

【申し込み】イリエスポーツ（台町） ☎ 82-2786
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811

35 人

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】 ① 2月 6日から毎週火曜日（12:00～ 13:00）
　　　②2月6日から毎週火曜日（15:30～ 16:30）
　　　③2月8日から毎週木曜日（12:00～ 13:00）
　　　④2月8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

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
診がお済みでない方は、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100人
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
【申し込み】1月 15日（月）までに、下記にて電話、
　FAX、メール、インターネットで受付
【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

利用しましょう！利用しましょう！
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　次の年齢の方は、クーポンの利用で1回に限り市で
実施する大腸がん検診の自己負担が無料になります。
対象者には5月に無料クーポンをお送りしました。無
料で受けられるこの機会にぜひお申し込みください。
【対象者】昭和51年 4月 2日～昭和52年 4月 1日
生まれの方

【受診方法】下記窓口へ申し込みください。検査容
　器を郵送します。お送りした検査容器に２日分の
　便を取って提出するだけの手軽な検査です。
【検査容器の提出日・ところ】
①健康増進課：午前8時30分～正午、午後1時～4時
1月 10日（水）、17日（水）、24日（水）、31日（水）
2月 7日（水）、14日（水）、21日（水）
②二宮コミュニティセンター：午後1時～1時30分
1月 16日（火）
2月 1日（木）

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

【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎ 74-0107  FAX 74-0187（日・月曜・祝日休）

第26回にのみや第26回にのみや「たこあげ大会」「たこあげ大会」
【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）
　　当日午前 9時 30分までに、会場に手作りの凧
　　を持参いただければ参加できます。
　②赤城凧の会による大だこあげ。一緒に大凧をあ
　　げてみませんか（大人限定、当日受付）
　③会場にきてくれた幼児、小学生先着 100 人に
　　凧のプレゼント
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平成30年度平成30年度 真岡市奨学生真岡市奨学生をを募募集集
　優秀な学生・生徒で、経済的理由により入学・修
学が困難な方に、市教育委員会が学資等を貸与し、
広く有能な人材を育成することを目的としています。
【募集期間】1 月 5日（金）～ 3月 23日（金）
≪修 学 資 金≫
【募集人員】全体で 20人程度
【資格】本市に１年以上住所を有し、修学の意欲があ
り、かつ、品行方正な方で、高等学校、高等専門学校、
短期大学、大学、専修学校（２年以上の専門課程）、
福祉・医療・看護教育を行う各種学校（高校卒業者）
に在学または入学しようとする方
※ただし、在学のため他市に住所を移した方も対象
　となります。
【貸付額】高等学校、高等専門学校は月額 20,000 円、
　それ以外の大学等は月額 40,000 円（年４回に分
　けて貸与、初回振込は５月末）
【貸付期間】在学する学校の正規の最短修業期間
【返還】卒業後２年経過後、貸与した年数の2.5倍に
　相当する期間内に、半年賦による均等払い（無利子）
≪入 学 資 金≫
【募集人員】5人程度
【資格】本市に１年以上住所を有し、短期大学、大
学、専修学校（２年以上の専門課程）、福祉・医療・
看護教育を行う各種学校（高校卒業者）に入学し
ようとする方の保護者

【貸付額】300,000 円（振込は 5月末）
【返還】貸与した年から３年間で、半年賦による均
等払い（無利子）

【共通条件等】世帯の収入、市税の完納などの条件
あり。連帯保証人が２人必要です。

　※詳細については下記へ問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】  学校教育課総務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

市民市民
講座講座

食卓に“ 春 ”を演出しよう食卓に“ 春 ”を演出しよう
飾り巻き寿司講座飾り巻き寿司講座

【とき】2月 4日（日）、3月 4日（日）
　午後1時30分～3時30分（全 2回）
【ところ】市公民館真岡西分館 調理室
【対象】市内在住または在勤の方  20人
　（定員超抽選）
【内容】花巻き寿司と細巻を組み合わせた飾り巻き
寿司の巻き方を学びます。

【受講料】1,200 円程度（2回分の材料費を初回日
に集金します）

【持ち物】エプロン、三角巾、手拭き用タオル、マスク、
持ち帰り用の容器、巻きす（お持ちの方のみ）

【申し込み】1月 5日（金）～ 11日（木）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）

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
不要になった本はありませんか？不要になった本はありませんか？
リサイクルフェアにご協力をリサイクルフェアにご協力を

　リサイクルフェアを開催するにあたり、みなさん
からリサイクル本の受け入れを行います。ご家庭で
不要になった本や他の方に利用してほしい本がある
方は、ご協力いただけますようお願いします。
【受付期間】1月 16日（火）～ 2月 28日（水）
【受付場所】市立図書館カウンター 
◆受入対象外◆雑誌、漫画、アイドル写真集、教
科書、参考書、問題集、汚れや破損がある本、
発行年数が古く利用が見込まれないもの（パソ
コン、法律関係、百科事典など）

【申し込み・問い合わせ】市立図書館
　☎ 84-6151 FAX83-6199


