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芳賀郡市医師会市民公開講座 芳賀郡市医師会市民公開講座 講演会講演会
「本当に怖い肥満、メタボ、糖尿病！「本当に怖い肥満、メタボ、糖尿病！

～知らぬは一生の不幸～～知らぬは一生の不幸～」」
【とき】7月 8日（日）午後 1時～ 3時【とき】7月 8日（日）午後 1時～ 3時
　（受付は午後 12時 30分から）　（受付は午後 12時 30分から）
【ところ】青年女性会館　【参加料】無料【ところ】青年女性会館　【参加料】無料
【講師】獨協医科大学 内分泌代謝内科【講師】獨協医科大学 内分泌代謝内科
　教授　麻生 好正　氏　教授　麻生 好正　氏
【問い合わせ】
　芳賀郡市医師会 ☎ 82-3185　
　健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946 FAX83-8619

市民市民
講座講座   夏休み小学生将棋教室夏休み小学生将棋教室
　小学生にもわかりやすく将棋の初歩を教えます。
【とき】7月27日、8月3日、10日、17日、24日
　午後 1時 30分～ 3時（各金曜日、全 5回）
【ところ】市立図書館 2 階会議室【ところ】市立図書館 2 階会議室
【対象】市内の小学生　20人【対象】市内の小学生　20人
　※定員を超えた場合は抽選　※定員を超えた場合は抽選
【受講料】無料　【受講料】無料　
【持ち物】飲み物【持ち物】飲み物
【申込期限】6月 27日（水）までに下記にて電話受【申込期限】6月 27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）　付（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 FAX83-4070（日曜・祝日休）

図書館だより図書館だより
二宮図書館二宮図書館

◆七夕おはなし会＆かざり作り◆
　七夕に関する絵本の読み聞かせと簡単な七夕かざ
り作りです。
【とき】6月 30日（土）午後 2時～ 3時
【ところ】市立二宮図書館　1階おはなし室
【対象】工作のみ　先着 10人（読み聞かせは定員なし）
【申し込み】6月 15日（金）午前 9時から、下記
窓口または電話で受付

【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

「まちなか保健室」田町館で「まちなか保健室」田町館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】6月 24日（日）午前 10時～正午　
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】夏バテ予防の食事と熱中症対策【講師】栄養士
【申し込み】ほっとステーション田町館
　☎ 080-8096-9918（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

科学教育センターの案内科学教育センターの案内
★科学の広場★★科学の広場★

人工イクラのひ・み・つ人工イクラのひ・み・つ
　ホンモノそっくり！？人工イクラを作ります。
【とき】7月7日（土） 午前9時 30分～10時 30分
【対象】小中学生　先着 24 組（小学 4年生以下は
　保護者同伴） 
【参加料】100円（子ども 1人につき）
【申し込み】6月 27日（水）～ 29日（金）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

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】6月 25日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】ウエルカフェ（ウエルシア真岡高間木店）
【対象】市内に住む認知症の方またはそのご家族
【内容】認知症の人との関わり方　【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

市民市民
講座講座
ハーブで素敵に美味しく
アンチエイジング

ハーブたっぷり薬膳カレーランチフルコース作りハーブたっぷり薬膳カレーランチフルコース作り
　ハーブの効能・使い方について習いながら、調理
実習とランチを楽しみます。
【とき】7月 29日（日）　午前 10時～正午
【対象】市内在住または在勤の成人の方　32人
【受講料】1,500 円（カレーパウダーのお土産付き）

ハーブアロマソープ＆ジェル作りハーブアロマソープ＆ジェル作り
　夏の肌をケアするハーバルライフを学びます。
【とき】8月 26日（日）　午前 10時～正午
【対象】市内在住または在勤の成人の方　30人
【受講料】1,200 円

共通事項共通事項
【ところ】市公民館
【申し込み】6月 29 日（金）までに下記窓口、電
　話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
※お好きな講座をお選びください。（両日受講可）　
※オリジナルブレンドのハーブティーが付きます。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

「まちなか保健室」「まちなか保健室」
6 月の健康講座6 月の健康講座

【内容】上手な塩分の減らし方
【講師】食生活改善推進員

駅前館駅前館
【とき】20日（水）午後 1時 30分～ 2時 30分
【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 10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

ヤング健診ヤング健診
　半日もかからずに低料金で、あなたの健康状態を目に
見えるカタチにできます。この機会に申し込みください。
【当日の受付時間】午前 8時 30分～ 10時 30分
募集日程 実施会場
7/30（月） 総合福祉保健センター8/5 （日）

【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
（昭和 54年 4月 2日～平成元年 4月 1日生まれの方）

健診の種類（内容）健診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 自己自己
負担金負担金

①
特定健診

（身体計測・腹囲・
血圧・尿中塩分
測定・血液検査）

30～39歳の男女 80人 無料

②

子宮頸がん検診
（頸部がん検査）

30～39歳の女性
50人 400 円

乳がん検診
（超音波検査） 50人 200 円

③ 骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性 50人 100 円

※各健診項目について、年度内1回の受診となります。※各健診項目について、年度内1回の受診となります。
【申込方法】健診日の 1週間前までに【申込方法】健診日の 1週間前までに電話・FAX・
　Eメールで申し込み。
【問い合わせ】Eメール kenkou@city.moka.lg.jp
　健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

【対象】市内在住のおおむね 65歳以上の方で、自
　宅で寝たきりのため歯科医院への通院が困難な方
【内容】歯科医師が訪問し、虫歯の治療や入れ歯の
　作成・調整等をします。
【費用】①保険診療の自己負担額 ②歯科医師の交通費
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 　FAX83-8619　

在宅歯科診療のご案内在宅歯科診療のご案内

●弁護士による臨時無料電話相談　女性の権利110番
　女性に対する暴力（ドメスティック・バイオレンス、
ストーカー、セクシュアル・ハラスメント）や離婚に
関する諸問題、職場における差別、同姓婚に関するこ
となど、女性の権利一般について無料電話相談を実施
します。各弁護士会で、これらに詳しい弁護士が、対
処の方法や正しい法律知識を提供し、適切なアドバイ
スを行います。お気軽にご相談ください。
【ご相談ダイヤル】☎028-689-9000
【とき】6/30（土）10:00～ 14:00
【主催】栃木県弁護士会・日本弁護士連合会
【問い合わせ】栃木県弁護士会☎028-689-9000

●県立盲学校 学校公開・体験学習
《学校公開》事前申し込み要
【とき】7/2（月）9：30～ 11：30
【対象】盲学校について知りたい方、教育に関心のある方
《体験学習》事前申し込み要
【とき】いずれも9：30～ 12：00
幼稚部11/21（水）、小学部9/25（火）、中学部9/27（木）、
高等部（普通科）10/2（火）、高等部（保健理療科・専攻科）
10/30（火）
※高等部保健理療科・専攻科では、あん摩マッサージ指
圧師・はり師・きゅう師を養成し、視覚に障害のある方
の職業自立をサポートします。
【申し込み・問い合わせ】栃木県立盲学校☎028-652-
2331 FAX028-652-4602

クラシック音楽鑑賞教室
　  参加者募集　  参加者募集
　わかりやすい講話や演奏で、
クラシック音楽に親しんでみませんか。
【とき】7月 6日（金）　午後 6時 30分～ 8時
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【講師】渡邊 洋邦　氏
【内容】『ギターの魅力～クラシックギターの世界～』
【定員】300人
　（下記窓口で事前に整理券を配布しています）
【参加料】無料

【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

7 月7 月のの情報センター講座情報センター講座
①Power Point 基礎講座
【とき】11日（水）～ 13日（金）　午後 7時～ 9時
【対象】マウス操作、文字入力ができ、ワープロ操作
　の習熟者
【内容】プレゼンテーションの作成、画面の切り替え、
　スライドのレイアウト・デザイン等
② デジカメ講座～取り込みから加工まで～
【とき】14日（土）　午後 2時～ 5時
【対象】Windows の基本操作ができ、デジカメと
　付属のUSBケーブルを持参可能な方
【内容】写真データの取り込み、簡単な加工など
＜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】6/22（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）

道路の側溝清掃にご協力を道路の側溝清掃にご協力を
　快適な生活環境を保つため、道路側溝の清掃のご
協力をお願いします。
　道路の側溝が土砂などで詰まると、降雨のとき、
道路上に雨水排水があふれたり、皆さんの土地に雨
水が流れ込んだりしてしまいます。
　清掃の際に必要な、側溝の蓋上げ器具等を建設課
において貸し出しておりますので、ぜひご利用くだ
さい。
【問い合わせ】建設課維持係 ☎ 83-8148 FAX83-6240

   7 月 7 月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ

 4日（水）午前10時
～11時

二宮コミュニティセンター
14日（土） 青年女性会館
【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（上半身 2種類、L判 縦 13cm×横
9cm以内）、本人確認書類（運転免許証等）

【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

●動物愛護ふれあいサマースクール
　子犬のしつけやシャンプーなどを実際に体験して、犬
について知ってみませんか。
【とき】《第1回》8/1（水）、《第2回》8/3（金）【ところ】
栃木県動物愛護指導センター 愛護館【対象】小学4年生
から中学2年生までの生徒とその保護者（小学生は原則
親子2～3人1組） 各回先着10組【申し込み・問い合わせ】
7/2（月）～7/6（金）までに下記にて電話受付。動物
愛護指導センター☎028-684-5458 FAX028-684-5926
　

●アルバイトのトラブル ～こんなことで困っていませんか～
　お店が忙しくて休憩がもらえない。学校のテストがあ
る日もシフトを入れられてしまう。開店の準備や片付け
の時間の給料がもらえない。売れ残った商品を買い取る
よう言われる。代わりを見つけないとバイトを辞められ
ない。店長から食事に行こうとしつこく誘われる。
【相談先】栃木労働局総合労働相談コーナー☎ 028-
634-9112


