
女性がん検診無料クーポン券は女性がん検診無料クーポン券は
お使いですか？お使いですか？

　次の年齢の方は、クーポン券の利用で年度内 1回
に限り、真岡市で実施している女性がん検診（子宮
がん・乳がん）の自己負担金が無料になります。対
象者の方には、5月末に無料クーポン券をお送りし
ました。紛失された方は、下記までご連絡ください。

対象となる生年月日 年齢

子宮がん 平成 8年 4月 2日～
平成 9年 4月 1日 21歳

乳がん 昭和 51年 4月 2日～
昭和 52年 4月 1日 41歳

※早めに受診してください。
【実施期限】2月 28日（水）まで
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX83-8619

栃木県「いちご王国」プロモーション協賛イベント栃木県「いちご王国」プロモーション協賛イベント
２月11日 ２月11日 いちごフェスタいちごフェスタ
in 道の駅にのみやin 道の駅にのみや

【とき】2月11日（日）午前10時～午後3時　
【ところ】道の駅にのみや（久下田2204-1）

いちごキッズパティシエ教室いちごキッズパティシエ教室　　
　オリジナルエプロン＆バンダナで、
パティシエになりきり、人気の“と
ちおとめロールケーキ”作りを体験
します。
【定員】午前 11時～ 25人、午後 1時～ 25人
　（応募が定員を超えた場合は抽選となります。）
【参加料】1,000 円　【対象】小学生
【参加特典】オリジナルエプロン＆バンダナ
【申し込み】1月 22日（月）午後5時までにメール
にて、住所、参加者氏名、年齢、保護者氏名、連
絡先（携帯電話の番号）、エプロンサイズ（57cm〔7
～ 9歳目安〕・68cm〔10歳～目安〕）、参加時間（11
時・13時・どちらでも）を記載し申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】農政課いちごサミット推進係
　☎ 83-8141 FAX83-6208 
　Ｅメール：ichigo ＠ city.moka.lg.jp

第 52回こらぼ茶話第 52回こらぼ茶話
糀屋に学ぶ塩糀糀屋に学ぶ塩糀

　塩糀の効果を知り、糀の利用法を学びます。
【とき】2月 21日（水）午前 10時～正午   
【ところ】二宮コミュニティセンター 研修室
【対象】市内在住、通勤・通学されている方　先着20人
【参加料】500円（材料代）
【持ち物】マスク・エプロン・三角巾・タオル
【講師】渡辺糀店　渡辺 千春 氏
【申し込み】下記窓口、電話、FAXにて申し込み。
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか（月・祝日休）
　☎ 81-5522 FAX81-5558

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/

第 2 回 初心者のための第 2 回 初心者のための
ZUMBA（ズンバ）教室ZUMBA（ズンバ）教室  

　ラテン系の音楽とダンスを融合させて創作されたダ
ンスフィットネスエクササイズ「ZUMBA」を学びます。
【とき】2月 6日、13日、20日 午前 10時～ 11時
　（毎週火曜日、全 3回）
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着20人
【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　【参加料】無料
【申し込み】1月17日（水）から電話（平日午前8時30分
～午後5時15分 )または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、学年、性別を明記

予備自衛官補募集予備自衛官補募集のお知らせのお知らせ
　普段は、学生や社会人、いざというときには自衛
官として活動します。
【応募資格】日本国籍を有し、平成 30 年 7月 1日
　現在下記の年齢に該当する方
　①一般：18歳以上 34歳未満
　②技能：18歳以上 55歳未満
　※医師・建築士等免許の保有者、語学能力保有者
　　等保有技能により対象年齢が変わります。
【試験日】4月14日（土）～18日（水）のいずれか1日
【受付期間】1月 9日（火）～ 4月 6日（金）まで
※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。

【申し込み・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）

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】1月 26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】飾りものづくり、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

科学教育センター1月の案内科学教育センター1月の案内
★プラネタリウム一般公開★★プラネタリウム一般公開★

【とき】13日（土）、20日（土）、27日（土）
　①午前 11時から ②午後 1時 30分から
　※途中入場不可（投影時間約 50分）
【内容】当日の星座解説、番組「ノーマン・ザ・スノーマン」
【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）

★天体 観望会 ★★天体観望会★
　天体望遠鏡を使って、月とすばるを
観察します。
【とき】26日（金） 午後 6時～ 7時
【対象】先着 30人（小学生以下は保護者同伴） 
【参加料】無料【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】1月 15日（月）～ 17日（水）までに、
　下記にて電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
　※電話での申し込みが必要です。
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

「まちなか保健室」駅前館で「まちなか保健室」駅前館で
健康講座健康講座を開催しますを開催します

【とき】1月17日（水）午後1時30分～2時 30分
【内容】笑いヨガ　【講師】保健師
【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

久保記念観光文化交流館美術品展示館久保記念観光文化交流館美術品展示館
アートリンクとちぎ 2017アートリンクとちぎ 2017
「美っくり！！」展「美っくり！！」展

　栃木県立美術館の所蔵作品より、
絵画・工芸・彫刻等の驚きと感動に
満ちあふれた現代アートを展示します。
【期間】1月 29日（月）まで
　午前 9時～午後 6時
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日
【問い合わせ】 久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜休）

市民市民
講座講座 朗読・ボイストレーニング講座

【とき】1月 30日、2月 6日、13日、20日、27日、
3月6日 午後1時30分～3時（毎週火曜日、全6回）

【ところ】中村農村環境改善センター
【対象】市内在住または在勤の方  先着 20人
【内容】初心者向けに、“魅力のある声とことばをめ
ざして”をテーマに学習します。 【受講料】無料

【申し込み】1月 16日（火）～ 20日（土）までに、
下記窓口または電話で受付（午前 8時 30分～午
後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】中村農村環境改善センター
　☎82-2902 FAX83-6148（日・月曜・祝日休）

穴川幹線水路穴川幹線水路のの取水取水をを停止停止
　穴川幹線水路の護岸補修工事等のため、五行川か
らの取水を停止します。
【工事箇所】下物井地区
【とき】1月 25日（木）～ 3月 20日（火）   
【ところ】大前堰より穴川幹線水路全域
【問い合わせ】穴川土地改良区連合 ☎82-2504（FAX兼）

真岡市女性学級合同研修会真岡市女性学級合同研修会
尊徳太鼓保存会・童楽鼓尊徳太鼓保存会・童楽鼓によるによる

太鼓の演奏太鼓の演奏
【とき】１月 27日（土）午前 10時～ 11時 30分
　（午前 9時 30分から受付）
【ところ】にのみや“とちおとめ”ホール（生涯学習館）
【対象】各地区女性学級生、一般市民  【入場料】無料
【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎ 74-0107 FAX 74-0187（日・月曜・祝日休）

春の七草摘みと七草粥作り春の七草摘みと七草粥作り
　春の七草や食べられる野草を摘んで賞味しませんか
【とき】2月 3日（土）　午前 9時～午後 1時　
【ところ】大内農業構造改善センター（市公民館大内分館）
および周辺の水田など

【対象】先着 30人（親子での参加歓迎）
【参加料】一人 300円（当日集金）
　※つり銭のないようにお願い致します。
【持ち物等】軍手、ビニール袋、エプロン、除草用
の鎌またはスコップ、長靴（ぬかるみを歩くため）

【申し込み】1月 16日（火）～ 25日（木）までに、
　下記窓口または、電話・FAXで受付
【申し込み・問い合わせ】
 真岡の自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館内）    
 ☎ 84-6781  FAX 84-6936（日・月曜・祝日休）

漏水調査にご協力を！漏水調査にご協力を！
　地下で発生している水道管からの漏水を早期に発
見し、修理することで水資源の有効利用を図り、ま
た漏水による道路陥没等の２次災害を防止するた
め、漏水調査を実施します。
　調査は、道路上からお客さまの水道メーター付近
まで実施するため、市が委託した業者の調査員が昼
間敷地内に立ち入ることがありますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
　なお、調査員は市が発行した身分証明書を携帯し
ますので、不審に思った場合は身分証明書の提示を
お求めください。また、調査は市の費用で実施して
おりますので、お客さまに調査費用等を請求するこ
とは一切ありません。
【調査期間】1月 15日（月）～ 3月 15日（木）
【調査時間】
　昼間：午前 9時～午後 5時（道路上および敷地内）
　夜間：午後 10時～午前 5時（道路上）
【調査場所】君島、道祖土、高田の一部、水戸部、
三谷、阿部岡

【調査業者】株式会社サンスイ
【問い合わせ】水道課工務係 ☎83-8168 FAX84-7512

市民市民
講座講座

【とき】2月15日、22日、3月8日、15日、22日
　午前 10時～ 11時 30分（各木曜日、全 5回）
【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または在勤の方  先着 20人
【内容】①人生カレンダーと「食」の話、②風呂敷
の活用術、③訪問の応接のマナー、④着物の知識、
⑤折り方とのし袋のマナー

【持ち物】筆記用具、他 （講座の内容により持ち物
があります）　【受講料】無料

【申し込み】1月16日（火）から、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）

マナーアップ講座
いろいろなマナーを学び、再認識しましょう

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】2月8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 11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】1月26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

　 2月 2 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき・ところ】午前 10時～ 11時
　7日（水）市公民館二宮分館（202・203 会議室）
　17日（土）青年女性会館（研修室・女性室）
【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、Lサイズ縦 13cm×横 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

時　


