
40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！

4 月の集団健診4月の集団健診
　対象年齢は平成 31年４月１日に達している年齢
です。定員に達した日程は申し込みができませんの
で、日程変更・新規申し込みはお早めにお願いしま
す。市で行う健診（集団、施設、人間ドック）は、
いずれか年度内 1回の受診となります。
≪生活習慣病健診≫【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
24日（火）、25日（水）、27日（金）総合福祉保健センター
26日（木） 市公民館真岡西分館
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
健診の種類健診の種類 対象者対象者 自己負担金自己負担金
特定健診 40～74歳で国保加入 無料後期高齢者健診 75歳以上
胃がん検診

40歳以上

400円

肺がん検診 100円
（たん検査あり300円）

大腸がん検診 100円
前立腺がん検診 50歳以上の男性 100円
肝炎ウィルス検診40 歳の方および5 歳刻みで41 ～ 71 歳になられる方 無料

※インターネット予約の ID とパスワードのある方
　は、健診申込や日時の変更にご利用ください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619 

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。https://www.city.moka.lg.jp/

平成 30 年度平成 30 年度
親と子・3歳児よい歯のコンクール

参加者募集参加者募集
【応募条件】
　①親と子のよい歯のコンクール
　　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
　　の間に3歳児健診を受け、虫歯がなく健康な「幼
　　児と父親」または「幼児と母親」
　② 3歳児よい歯のコンクール
　　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
　　の間に3歳児健診を受け、虫歯がなく健康な幼児
　※①と②両方への応募はできません。
【募集期間】3月 16日（金）～ 4月 27日（金）
【応募方法】健康増進課備え付けの申込用紙に必要
　事項を記入し、窓口へ申し込みください。
【審査基準】申込書や3歳児健診の結果等を考慮します。
　※優秀な結果の方は、県東健康福祉センターで第
　　2次審査が行われる予定です。
【主催】栃木県、各市町、栃木県歯科医師会、各郡
　市歯科医師会　
【問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

    山崎まさよし山崎まさよし
    Yamazaki  MasayoshiYamazaki  Masayoshi
String Quartet “BANQUET”String Quartet “BANQUET”
　2015年に開催した、山崎まさよし String Quartet 
“HARVEST”以来3年ぶりにカルテットとの共演ツ
アーが決定。山崎まさよしに加え、弦楽四重奏が折り
重なるスペシャル編成でのライブは必見です。
【とき】6月23日（土）午後5時30分開演（午後5時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【入場料】全席指定 7,500 円（税込）
　※小学生以上はチケットが必要です。
　※未就学児童の入場は、同行の保護者の座席範囲
　　内で、周りにご迷惑にならないようにご覧頂く
　　ことを大前提とさせていただきます。
【チケット発売】4月 7日（土）午前9時～（電話　
予約は午後1時～）発売初日は、お一人様4枚まで

【プレイガイド】※真岡市民会館以外は4月28日（土）発売
　市民会館（日・祝日を除く8:30 ～ 17:15 電話予
約も同じ）☎ 83-7731、チケットぴあ☎ 0570-
02-9999（P コード：108-053）、ローソンチ
ケット☎ 0570-084-003（L コード：74913）、
CNプレイガイド☎ 0570-08-9999、イープラ
ス http://eplus.jp/（PC ＆ Mobile）、Yahoo! チ
ケット http://ticket.yahoo.co.jp、楽天チケッ
ト http://ticket.rakuten.co.jp、カンフェティ☎
0120-240-540（平日 10:00 ～ 18:00）、SOGO 
TOKYOオンラインチケットhttp://sogo.pia.jp/、
U CONNECT http://www.uconnect-ticket.jp/

【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎83-7731 FAX83-4070 8:30～17:15（日曜･祝日休）
　SOGO TOKYO☎ 03-3405-9999
　12:00～ 13:00/16:00～ 19:00 （日曜 ･祝日休）

市民会館先行発売 枚数限定  真岡市民会館自主事業

一般介護予防事業 参加者募集一般介護予防事業 参加者募集
いきいき水中運動プログラムいきいき水中運動プログラム
　水の浮力を利用し、肩・腰の痛みを改善しませんか、
参加者の9割が水中運動の効果を実感しています。
【とき】 5 月 9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（井頭温泉）バーデプール
　送迎はありません。各自お越しください。
【対象】65歳以上で、肩や腰に痛みがある方　先着20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

合同就職面接会参加企業合同就職面接会参加企業をを募集募集
　真岡市では、市内事業所における人材の確保と、
本市での就職を希望する新規学卒者および一般求職
者への支援として、下記のとおり合同就職面接会を
開催します。
【とき】7月 6日（金）　午後 1時 30分～ 4時
【ところ】フォーシーズン静風
【募集企業】30社
【対象】①市内に事業所がある企業
　　　　②真岡地区雇用協会会員企業
【対象者】平成 31 年 3月新規大学等卒業予定者お
よび既卒者（3年以内）、一般求職者（45歳未満
の若年者）

【申込締切】5月 11日（金）
　※申し込み多数の場合、先着順
　参加を希望する企業は、下記窓口へ問い合わせく
　ださい。
【共催】ハローワーク真岡、真岡地区雇用協会
【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係
　 ☎ 83-8134  FAX83-0199

第 23 回真岡市音楽祭第 23 回真岡市音楽祭
参加団体募集参加団体募集

　今年度秋に開催の第 23回真岡市
音楽祭において、音楽団体を募集します。
【とき】11月 11日（日）
　午前 9時 30分開演　午後５時終演（予定）
【ところ】市民“いちご”ホール （市民会館）大ホール
【申し込み】4月27日（金）までに下記窓口にて受付
　※要領および申込書は、市民会館ホームページか
　　らダウンロードしてください。
【申し込み・問い合わせ】真岡市音楽祭実行委員会
　事務局（真岡市教育委員会文化課内）　
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

第 57 回民謡発表会第 57 回民謡発表会
　真岡民謡連合会会員による民謡・民舞の発表会で
す。代々歌い継がれてきた“日本のこころ”にふれ
てみませんか。
【とき】4月 14日（土）
　午前 10時開演（午前 9時 30分開場）
【ところ】市民“いちご”ホール （市民会館）大ホール
【入場料】無料　【主催】真岡民謡連合会
【問い合わせ】文化課　☎ 83-7731 FAX83-4070

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
平成30年度ボランティア募集説明会平成 30年度ボランティア募集説明会
　平成 30年度図書館ボランティアの概要説明と登
録受付をします。
【とき】4月 7日（土）午後 2時～ 3時
【ところ】市立図書館　2階会議室
【対象】市内在住の方（高校生以上）

第 37 回町おこし民話語り第 37 回町おこし民話語り
　民話美寿々会「もおか」支部の皆さんによる季節
の語り「冬から春へ」
【とき】4月 21日（土）午前 10時から
【ところ】市立図書館　2階会議室

こいのぼりをつくろうこいのぼりをつくろう
【とき】4月 22日（日）午後 2時～ 3時
【ところ】市立図書館　2階会議室
【内容】こどもの日にちなんだ行事
　由来絵本の読み聞かせと工作
【対象】6歳以下　先着 15人（当日受付）
　※ 3歳以下は保護者同伴 
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

 木綿会館にオープンデッキ  木綿会館にオープンデッキ 

　木綿会館駐車場にオープンデッキを設置しまし
た。もめん茶屋をご利用の際やまちあるきの休憩と
してご利用ください。
(木綿会館へ車で来られる方は、道路西側の駐車場
をご利用ください )

ワークショップ開催ワークショップ開催
【とき】4月 8日（日）午前 10時～午後 3時
【出展者】★ fumfum：かお巾着づくり 先着 20人
　★ひなたぼっこ：布雑貨 革小物 アクセサリー等
　★愛ランド：ハンドマッサージ
※ 4月 8日（日）は、天の織姫市のため、市役所
　駐車場をご利用ください。
【申し込み・問い合わせ】商工観光課観光係
　☎ 83-8135  FAX83-0199

初心者向けギター弾き語り講座初心者向けギター弾き語り講座
【とき】4月 18日（水）（以降毎月第 3水曜日、
　全 12回）午後 7時～ 9時
【ところ】二宮コミュニティセンター
　コラボーレもおかミーティングルーム
【対象】市内または市近郊に在住、通勤されている方 
　先着15人
【参加費】無料　【持ち物】アコースティックギター

地域で考える居場所づくり講座地域で考える居場所づくり講座
【とき】4月 21日（土）　午後 1時～ 3時 10分
【ところ】二宮コミュニティセンター 206・207会議室
【対象】二宮地区中心に地域の居場所づくりに興味
　がある方　先着 80人　【参加費】無料
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか（月曜・祝日休）
　☎ 81-5522 FAX81-5558

科学教育センター科学教育センター
団体利用のご案内団体利用のご案内

　※電話での申し込みが必要です。
★一 般団 体専 用期 間 ★★一般団体 専 用 期 間 ★

【とき】◆ 5月 14 日（月）～ 7月 13 日（金）、◆
9月3日（月）～12月 7日（金）、◆1月15日（火）
～ 3月 8日（金）　※いずれかの期間内　

【時間】午後 1時～ 4時
【内容】プラネタリウム観覧など（詳細は要相談） 
【申し込み】4月 16日（月）から下記にて電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　※先着順
★夏休み特別公開 団体専用期間★★夏休み特別公開 団体専用期間★

【とき】7月23日（月）～7月27日（金）
【時間】①午前 9時～ 10 時 30 分②午前 10 時 30
分～正午③午後 1時 30分～ 3時

　（①～③のいずれかを選択）
【内容】プラネタリウム観覧、展示室の見学、もの
づくり教室など（詳細は要相談）

【申し込み】4月 23日（月）から下記にて電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　※先着順
※人数、時間などにより、他団体と相席になる場合
があります。あらかじめご了承ください。

【申し込み・問い合わせ】科学教育センター
　 ☎ 83-6611 FAX 83-6211

平成30年度平成30年度真岡市戦没者追悼式真岡市戦没者追悼式
【とき】４月19日（木）　午前10時開式
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
　※例年の各地区戦没者慰霊祭から、名称、場所等
　　が変更となっておりますので、ご注意ください。
【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎81-6943 FAX83-8554

みんなのひろば
●ねんりんピックとちぎ 2018
（第 31回全国健康福祉祭とやま大会栃木県予選）
【とき】5月 6日（日）～ 5月 27 日（日）競技種目等
により開催日・申込期限が異なります。雨天等により
順延する場合があります。【ところ】とちぎ健康の森（宇
都宮市駒生町 3337-1）宇都宮市内体育施設 ほか【開
催内容】スポーツ・文化交流大会（卓球、テニス等 19
種目）、シルバー作品展（日本画、洋画等 6部門）【問
い合わせ】社団福祉法人 とちぎ健康福祉協会 事業部事
業企画課 ☎ 028-650-3366 FAX028-627-2522
●平成 30年国民生活基礎調査の実施について
　本年は、県内 15 地区を対象として 6月と 7月の 2
回にわたり実施されます。4月中旬以降、栃木県知事
の発行する身分証を携帯した調査員が、対象地区のお
宅に直接、調査のお願いに伺います。電話等で調査内
容をお聞きすることはありません。本市の一部を含み
ます。調査内容など詳しいことは、県ホームページま
たは県健康増進課へ問い合わせください。【問い合わせ】 
県健康増進課 ☎ 028-623-3094

木綿会館等駐車場
駐車場として
ご利用ください。

久保記念
観光文化交流館

もめん茶屋

木綿会館 岡部記念館
金鈴荘

オープンデッキ
設置箇所


