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女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
施設検診実施中施設検診実施中

　がん検診を受けたことがない方は、この機会にぜひ
受診ください。受診券をお持ちの方はお早目に。新た
に施設検診を希望する方は、下記申し込み先にて受付。
【実施期間】平成 31年 2月 28 日（木）まで　　　　　
　　　　　  ※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸部がん検査のみ 800円

30歳以上

子宮頸部がん
および体部がん検診

（体部がん検診は医師が必要
と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部がん
のみは
800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上で
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨを希
望しない方

40歳～49歳 視触診
マンモグラフィ（2方向） 600円

50歳以上 視触診
マンモグラフィ（1方向） 500円

【対象医療機関】
医療機関医療機関 電話番号電話番号

子
宮
が
ん
検
診

岡田・小松崎クリニック 84-1941
小菅クリニック　要予約 84-3511
柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院　
月曜日～金曜日の午前 11時までに受付  82-2195

ひがのクリニック　要予約 74-0051

乳
が
ん
検
診

医療機関 検査内容 電話番号
金子医院 要予約 ①・② 83-2818
亀山クリニック 要予約 ①・② 83-3212
鬼怒ヶ丘クリニック 要予約 ①・② 84-1124
小菅胃腸外科クリニック 要予約 ① 83-8611
高野医院 要予約 ① 82-3162
芳賀赤十字病院
社会課で予約 要予約 ② 82-2195
福田記念病院 要予約 ① 84-1171
ふじた外科内科クリニック 要予約 ①・② 80-2877
柳田外科肛門科医院 ① 82-5525
芳賀中央クリニック ① 028-677-5581

※検査内容：①※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

ちゃれんじもおか　ちゃれんじもおか　
バーデ deエクササイズ　バーデ deエクササイズ　
体験教室参加者募集　体験教室参加者募集　

　水中ウォーキングや音楽に合わせ楽しく体を動か
し、無理なくシェイプアップ、筋力アップができます。
【募集コース】  9 ～ 10月コース：先着 40人 
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）バーデプール
【内容】2カ月間でバーデプールレッスンを 5回、自
由に選んで参加（19時以降のレッスンもあります）

【対象】30～74歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・コレ
ステロールなどが気になり運動したいと考えている方

【申し込み】8月 25 日（土）までに井頭温泉へ電
話申込⇒ 8月 25 日（土）（15:00 ～ 17:00）ま
でに井頭温泉で資料受取　

　※お一人様、年 1回 1コースの参加
【申し込み】井頭温泉 ☎83-8822（10:00～21:00 火曜休）
【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 

8 月に 70 歳を迎える方へ8 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　8月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和23年8月31日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または二宮支所 福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）に 1回のみです。
　8月に申請された方への温泉券の交付枚数は、
　8枚（8カ月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

「まちなか保健室」駅前館で「まちなか保健室」駅前館で
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】8月 12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駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】腎臓の動きと食事　【講師】栄養士
【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

認知症カフェ認知症カフェ
スマイルカフェ Hi，ポーズスマイルカフェ Hi，ポーズ
ラジオ体操、健康チェック、認知症予防ゲームラジオ体操、健康チェック、認知症予防ゲーム
【とき】8月 22日（水）午前 10時～ 11時 30分
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも

認知症について学ぼう認知症について学ぼう
【とき】8月 22日（水）、23日（木）、24日（金）
　午前 8時 30分～午後 4時
【対象】市内在住の小学生　5人程度

共通事項共通事項
【ところ】グループホームふれんど真岡（東大島801-4）
【申し込み】グループホームふれんど真岡 
　（☎ 81-5181）にて電話受付　【参加料】無料
※詳細はグループふれんど真岡へ直接ご確認ください。

すこやかカフェすこやかカフェ
【とき】8月 22日（水）午後 2時～ 3時
【ところ】ＪＡはが野デイサービスセンター 
　すこやか二宮（久下田 1603-1）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】介護保険制度を学ぼう、相談【参加料】無料
【申し込み】ＪＡはが野デイサービスセンターすこやか
　二宮（☎ 73-1022）にて電話受付
【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

第24回 全国報徳サミット第24回 全国報徳サミット
小田原市大会 参加者募集小田原市大会 参加者募集
　二宮尊徳ゆかりの全国17市町村が一堂に集い、報徳
仕法を学び、教えを受け継いでいます。今年度は小田原
市で開催されます。皆さまのご参加をお待ちしています。
【とき】10月 12日（金）～ 13日（土）1泊 2日
【ところ】神奈川県小田原市 小田原市民会館大ホール
【日程・内容】
《12日》午前7時集合出発、尊徳ゆかりの史跡めぐり
　（報徳記念館、尊徳生家、報徳二宮神社等）、宿泊
《13日》報徳サミット参加（基調講演、アトラクション、
パネルディスカッション、大会宣言、映画「地上の星」
ダイジェスト試写会）

【参加料】約３万円（予定）　（宿泊代、入館料、保険料等）
　※バス料金等は市が負担
【対象】市内在住の方　先着40人
【申し込み】8月31日（金）までに、下記へ申し込み
【申し込み・問い合わせ】文化課文化財係
　☎ 83-7731 FAX83-4070

日本語指導ボランティア日本語指導ボランティア
養成講座受講生募集養成講座受講生募集

　日本語で苦労している外国籍市民の方に、ボラン
ティアで日本語を教えてみませんか。真岡市国際交
流協会では、市内にある「日本語教室」を支援して
おり、指導者を広く募集しています。
【とき】8月25日、9月8日、22日、29日、10月6日
　（各土曜日、全 5回）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】市公民館 第 7会議室　【対象】20人程度
【参加料】真岡市国際交流協会の方は無料
　会員以外の方は入会後に受講（年会費 1,000 円）
【講師】三重大学講師　神山 英子 氏
【申し込み】国際交流協会窓口、または下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】市民生活課国際交流係
　☎ 83-8719 FAX83-8392

スキルアップ講座開催スキルアップ講座開催
キモチを伝えるためのチラシ作り講座キモチを伝えるためのチラシ作り講座

【とき】8月 17日、9月 21日、10月 19日
　午後 2時～ 4時（各金曜日、全 3回）
【ところ】コラボーレもおか ミーティングルーム
【対象】15人　【参加料】無料
【持ち物】筆記用具、あればノートパソコン（10月のみ）
とっさのときの救命法　市民活動のための普通救命講習会とっさのときの救命法　市民活動のための普通救命講習会
【とき】8月30日（木）午前9時30分～午後0時30分
【ところ】二宮コミュニティセンター  206・207会議室
【対象】15人　【参加料】無料
※以前に講習を受け、終了証をお持ちの方は持参ください
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558

真岡の自然を守る会・真岡自然観察会
鬼怒水辺観察緑地鬼怒水辺観察緑地

川の生きもの探し
　鬼怒水辺観察緑地のトンボの池では、メダカ、ザ
リガニ、トンボの仲間などたくさんの生きものが見ら
れます。池の中に入って生きものを探してみませんか。
【とき】8月19日（日）午前9時30分～11時30分　
【ところ】鬼怒水辺観察センター　【参加料】無料
【対象】どなたでも参加可（小学3年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】たも網、魚などを入れる容器、飲み物、
　ぬれても良い服装・履物、着替え ※雨天・増水時中止
【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）
　☎ 84-6781 FAX 84-6936 （日曜・月曜・祝日休）

夏休みの自由研究に！ 真岡のあさがきた！夏休みの自由研究に！ 真岡のあさがきた！
久保邸探検ツアー久保邸探検ツアー

　通常は非公開の屋根裏部屋の探検など、コンシェ
ルジュの説明を聞きながら館内を見学します。
【とき】8月 5日（日）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】久保記念観光文化交流館 全館 
【対象】市内在住の小学 3年生～中学 3年生
【定員】10人（応募者多数の場合は先着）
【参加料】無料　【持ち物】体育館シューズ
【講師】川村 勝氏（もおか観光コンシェルジュ）
【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012 （FAX 兼）（火曜日休）

夏休みクラフト夏休みクラフト
カブトムシとクワガタムシを作ろうカブトムシとクワガタムシを作ろう
　根本山で間伐したコナラを剪定ばさみやノコギリで切っ
て作ります。枝の形や木の質感を生かした楽しい工作です。
【とき】8月19日（日）午前9時30分～11時30分
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天決行※雨天決行
【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）
【持ち物等】動きやすい服装、軍手、おてふき、
　木工用ボンド、筆記用具、定規、色鉛筆、はさみ
【参加料】無料
【申し込み】8月 5日（日）から電話受付
　(午前 8時 30分～午後 5時 )
◆お知らせ◆
8月19日（日）の午前中は、野鳥クラフトをお休みします。
【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）

第 1回 初心者のための　　第 1回 初心者のための　　
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】9月 4日、11日、18日（毎週火曜日、全 3回）
　午前 10時～ 11時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①　【参加料】無料
【対象】市内在住または通勤の一般女性　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
【申し込み】8月8日（水）から電話（平日午前9時～
　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】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258　
　※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢・性別を明記

 　　
されたダたたた

段ボールで恐竜を作ろう！　段ボールで恐竜を作ろう！　
　段ボールを使った恐竜の工作と、
恐竜に関する本のブックトークを行います。
【とき】8月 19日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】真岡市立図書館　2階会議室
【対象】先着 30人（小学 3年生以下は保護者同伴）
【申し込み】8月 3日（金）午前 9時から窓口また
は電話受付

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

察観察会

しし

方）　

「認知症の人を支える方へ」「認知症の人を支える方へ」
家族家族のの介護教室介護教室ののご案内ご案内
　認知症の方を支えている家族の方が集まり、認知症
について学んだり相談したりできる場を作りました。
　9 月 6 日（木）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】市公民館 第 7会議室
【内容】講話「認知症について学ぼう」、情報交換
【講師】芳賀赤十字病院　認知症疾患医療センター
　認知症認定看護師　久保 明子 氏
　10 月 12 日（金）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】グループホーム エフビー木綿の郷（下高間木1-7-1）
【内容】講話「グループホームの役割・見学」、情報交換
【講師】グループホーム　エフビー木綿の郷 
　施設長　片岡 美奈 氏
【対象】認知症の方を介護している市民の方　
【申し込み】下記へ電話で申し込み【参加料】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 FAX83-6335


