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7 月7 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 5日（木） H30年 2月 1日　　～ 2月 25日生

9カ月児健診 6日（金） H29年 10月 1日～ 10月 28日生

1歳 6カ月児健診 13日（金） H28年 12月 1日～ 12月 23日生

3歳児健診 10日（火） H27年 6月 21日～ 7月 8日生
2歳児歯科検診 30日（月） H28年 7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。
7 月の「マタニティ・子育て相談会」7 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】11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】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX 82-2340

  7月の7月の　　
子育て支援センター＆サロン子育て支援センター＆サロン
子育て支援センター・地域サロン開設日子育て支援センター・地域サロン開設日
と　こ　ろ 開設日・時間

第一子育て支援センター
月～日（祝日は除く）
午前 9時～午後 5時
（28日花火大会のため臨時休館）

第二子育て支援センター 月～金（土・日・祝日は除く）午前 9時～午後 5時
二宮地域サロン
（二宮コミュニティセンター）

4日、11日、18日、25日（水）
午前 9時～正午

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（土、日、祝日は除く）
午前9時～正午、午後1時～3時
（3日、4日午後、11日、24日休み）

第一子育て支援センターの行事予定第一子育て支援センターの行事予定
6 日（金）午前10時45分～ 七夕集会
10日（火）午前10時45分～ リズムであそぼう
25日（水）午前10時45分～ こっこ　お誕生会
28日（土） 花火大会のため臨時休館

【問い合わせ】第一子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
第二子育て支援センターの行事予定第二子育て支援センターの行事予定

3 日（火）午前10時45分～ 子育て健康相談
4日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会

【問い合わせ】第二子育て支援センター☎84-4100（FAX兼）
にのみや保育園子育て支援センターの行事予定にのみや保育園子育て支援センターの行事予定
6 日、13日、
20日、27日
（毎週金曜日）

午前 11時～ 体育遊び

  4日（水） 午前 10時～ 七夕集会

12日（木） 午前 11時～ 栄養士の先生と
ホットなひととき

25日（水） 午前 11時～ リズム遊び
26日（木） 午前10時30分～ ベビーマッサージ

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200

第62回第62回市場開放デー開催市場開放デー開催
【とき】6月 24日（日）　※雨天決行
　午前 8時～ 商品が無くなり次第終了 
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475番地）
【内容】厚切り牛タン、鮎の塩焼き、マグロ、うなぎ、
カツオ、スイカ、メロン、さくらんぼ、ハウスみかん、
特製イカ入り焼きそば、特大じゃがバター、手作
り豆腐、がんもなどの販売。しじみ汁の無料配布。
1,000 円以上購入で粗品プレゼント（数量限定）

【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX84-0225

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】7月 11日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 1会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【受講料】無料
【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 FAX 83-6335

みんなのひろば
●平成30年度学校支援ボランティア養成講座参加者募集
　益子特別支援学校では、学校支援ボランティア養
成講座を開催することになりました。ぜひご参加く
ださい。
【とき】①8/4（土）②8/25（土）③9/29（土）
　④10/24（水）または11/3（土）⑤12/1（土）
　9:30 ～ 12:00（10/24 は 8：30 ～ 12：00、　　
　11/3は8:30～15:00）
【対象】高校生以上で、本校の教育やボランティア活
　動に興味関心のある方
【内容】講習およびボランティア実習
【費用】無料（ただし保険料別途350円、交通費、　
食事代は自己負担）
【申し込み】7/20（金）までに、下記まで申し込み。
　益子特別支援学校（担当：小島、増渕、渡辺恵）　
　☎72-4915、FAX72-7895※ 7/20以降の申し
　込みは、第2回目以降の参加となります。

 すこやか赤ちゃん教室 すこやか赤ちゃん教室
【とき】7月12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30年4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」他
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル 1枚
【申し込み】6月 29日（金）午前 9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

分

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

  両親学級両親学級ののご案内ご案内　
　赤ちゃん人形を使った沐浴体験、妊婦
疑似体験などを行います。
【とき】7月 14日（土）
　午前9時30分～11時30分（開始5分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦（おおむね妊娠24週以降 ）
　先着15組　【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】6月29日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121  FAX82-2340

鬼怒川・小貝川・五行川クリーン大作戦鬼怒川・小貝川・五行川クリーン大作戦

参加団体募集参加団体募集
　ふるさとの川を美しく保ち、正しく安全に利用で
きるよう、河川敷等の一斉清掃を実施します。参加
いただける団体は下記へご連絡ください。
【とき】7月 14日（土）早朝 2時間程度
【ところ】鬼怒川・小貝川・五行川の河川敷
【申込期限】7月5日（木）正午までに下記にて受付
【主催】鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議
【申し込み・問い合わせ】建設課管理係　
　☎ 83-8147 FAX83-6240　
　E ﾒｰﾙ：kensetsu@city.moka.lg.jp

市民市民
講座講座 親子で作ろう！手作りおもちゃ親子で作ろう！手作りおもちゃ
　木片などに色や絵を描いて世界に 1つしかない木片などに色や絵を描いて世界に 1つしかない
オリジナル積み木を作ります。オリジナル積み木を作ります。
【とき】7月21日（土）　午後1時30分～3時30分
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または通学（園・所）する幼稚園・保【対象】市内在住または通学（園・所）する幼稚園・保
　育所年少児から小学2年生までの子どもと保護者ま　育所年少児から小学2年生までの子どもと保護者ま
　たは祖父母　20組　【受講料】300円（1組につき）　たは祖父母　20組　【受講料】300円（1組につき）
【持ち物等】洗って乾かした 1ℓ牛乳紙パック 2～【持ち物等】洗って乾かした 1ℓ牛乳紙パック 2～
　3枚、あれば筆、鉛筆、消しゴム、飲み物、タオ　3枚、あれば筆、鉛筆、消しゴム、飲み物、タオ
　ル、汚れてもいい服装　ル、汚れてもいい服装
【申込期限】7月7日（土）までに下記窓口、電話、【申込期限】7月7日（土）までに下記窓口、電話、
　FAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）　FAXにて受付（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（日曜・月曜・祝日休）

認知症予防ボランティア認知症予防ボランティア
（オレンジサポーター）（オレンジサポーター）養成講座養成講座
　認知症予防に関する知識や、簡単で楽しくできる
運動などを学びます。講座終了後は、オレンジサポー
ターとして活動してみませんか。

と　き と　こ　ろ

7
月
  4 日（水）
11日（水）
18日（水）

9：30～11：30

市公民館第 3・4会議室

8
月

  1 日（水） 青年女性会館
  8 日（水） 市公民館第 3・4会議室
22日（水） 市公民館第 7会議室
29日（水） 市公民館第 3・4会議室

９
月
11日（火）13：30～15：30 山前改善センター
25日（火）9：30～11：30 二宮コミュニティセンター

【対象】地域でのボランティア活動や認知症予防に興味
のある方（なるべく全日程参加できる方）先着20人

【内容】認知症予防の講話・脳トレ・コミュニケーショ
　ンゲーム等
【講師】日本健康財団 健康運動指導士 岩垂氏・高橋氏
【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

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
いきいき水中運動教室いきいき水中運動教室

　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】 7 月 25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
　※事前申し込みが必要です。※事前申し込みが必要です。
【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

園芸立国もおか推進・チャレンジファーム園芸立国もおか推進・チャレンジファーム
真岡市農業支援事業真岡市農業支援事業

新規就農者指導員設置事業新規就農者指導員設置事業
　真岡市で就農した認定新規就農者に対し、その相
談役として新規就農者指導員を配置し、指導員に報
酬を支払います。
【対象者】新規就農者指導員
【補助金額】月額 5,000 円（定額）

狩猟免許取得等補助金狩猟免許取得等補助金
　市在住の狩猟免許新規取得者に対し、免許取得に
かかった費用の一部について補助金を交付します。
【対象者】免許取得後、猟友会に所属し有害鳥獣駆除
に従事する予定のある者（市内在住で市税等を完
納していること）

【補助対象】免許取得にかかった費用（講習会受講料、
試験受験料、診断書料等）

【補助金額】
 ①銃猟の狩猟免許…費用の 3分の 2（上限 5万円）
 ②わな猟の狩猟免許…費用の3分の2（上限1万円）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

【補助の条件】
◆飼い主の住所が真岡市内にあること
◆メス犬及びメス猫であること（※販売目的は非該当）
◆犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録と、毎年
　1回の狂犬病予防注射が済んでいること
◆芳賀郡内に開業する獣医師の手術を受けること
◆市税等を完納していること（家族全員）
【補助金額】
　犬1頭につき5,000円、猫1匹につき3,500円
【手続き】手術後30日以内に申請書兼請求書を環境課へ
　提出してください。用紙はホームページからもダウン
　ロードできます。また、郡内の動物病院にもあります。
【申し込み・問い合わせ】環境課環境保全係
　☎ 83-8125  FAX83-5896

メス犬・メス猫メス犬・メス猫のの
       避妊手術補助金制度       避妊手術補助金制度

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
【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

【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）


