
～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
　沐浴体験、妊婦疑似体験などを行います。
【とき】9月 8日（土）午前9時30分～11時30分
　（受付：開始5分前まで）
【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】8月24日（金）午前9時から電話受付

～～～

歯周病検診で歯の健康を守ろう歯周病検診で歯の健康を守ろう
【実施期間】9月1日（土）から
　11月30日（金）まで（休診日を除く）
【対象者】平成 30年度中に 40歳、50歳、
　60歳、70歳を迎え、自分の歯がある方
◆対象者には、歯周病検診受診券を郵送しました。
　郵送資料に記載されている医療機関に直接予約　
　し、受診券を持参して検診を受けてください。
◆治療中の方は、通院している医療機関の歯科医師
　にご相談ください。
【検診内容】
◆口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口の中の清掃状況など）
◆歯周ポケット（歯肉からの出血や歯石の有無など）
【自己負担金】400円（受診時に医療機関へ支払い）
　平成 30年度中に 70歳を迎える方は無料です。
【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/

初心者初心者のためののための女性水泳教室女性水泳教室
【とき】9月 20日、27日、10月 4日、11日、18日、
　25日 午後1時～2時30分（毎週木曜日、全6回）
【ところ】フィールドビックスイミングスクール真岡
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着40人
【参加料】無料　
【持ち物等】水着、水泳帽子、ゴーグル、タオル
【申し込み】8月 29 日（水）から、電話（平日午前 9
　時～午後 5時15分）・FAX・Eメールにて受付
【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

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レント（胸部レント
ゲン検診）ゲン検診）をを受診しましょう！受診しましょう！
【対象】40歳以上の方（昭和54年4月1日以前生まれ）
　で、年 1回の胸部レントゲン検診を受けていない方
※次の方は対象から除きます。
①妊娠中やその可能性がある方 ②生活習慣病健
診で肺がん検診を受診または受診予定の方③勤務
先・医療機関で受診または受診予定の方

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよい
　日時・会場で受診してください。
【下表以外の実施日】
※詳しい時間と場所は、WeeklyNews
　もおかで後日お知らせします。
【受診料】100円
　（かくたん検査希望の方は200円加算）　
【検診結果】個別に通知
【注意】ボタン・金属のついた肌着を身につけないでださい。

と　き ところ

9/18
（火）

9:00‐   9:15 谷貝新田公民館
9:35‐   9:50 長沼北小学校跡
10:10‐10:30 青田北公民館
10:50‐11:05 下大曽公民館
11:25‐11:45 上谷貝集荷場
13:00‐13:15 上大曽公民館
13:35‐13:50 石島公民館

9/21
（金）

 9:00‐     9:15 真岡市物部会館
　9:35‐  9:50 北鹿公民館
10:10‐10:25 沖公民館
10:45‐11:05 大根田公民館
11:25‐11:40 久下田小学校
13:00‐13:15 境公民館
13:35‐13:55 程島公民館
14:15‐14:50 二宮保健センター

9/25
（火）

   9:00‐   9:20 寺内駅前公民館
9:40‐ 10:00 大和田公民館
10:20‐10:35 横田公民館
10:55‐11:15 東物井公民館
11:35‐11:50 歴史資料保存館（旧高田分校跡）
13:00‐ 13:15 三谷公民館（旧二宮地区）
13:30‐ 13:45 原分公民館
14:00‐ 14:15 桑ノ川公民館
14:30‐ 14:55 阿部品公民館

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122  FAX83-8619 

ペルー料理を作ってみませんかペルー料理を作ってみませんか
　ペルー料理の健康・ダイエットメニューである、
キヌア・ギサダ（スーパーフード）、セビーチェ（マ
グロのマリネ）を味わってみましょう。
【とき】9月 2日（日）午前 10時～正午
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住・在勤でペルー料理に興味が
　ある方　先着 20人
【参加料】国際交流協会会員 500 円、
　　　　 非会員 1,000 円（当日徴収）、
　※当日会員登録可（年会費 1,000 円）
【持ち物】エプロン、三角巾【講師】諸見里 マリコ 氏
【申し込み】下記にて電話、FAX受付
【申し込み・問い合わせ】国際交流協会事務局
　（市民生活課）☎ 83-8719 FAX83-8392

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき体操教室いきいき体操教室

　マット・ボールを使用した運動やストレッチ等に
よってバランス能力を高め、転倒予防をしましょう。
【とき】 10 月 3日（水）午前 9時～ 10時
　毎週水曜日（全 8回）
【ところ】いちごの湯（井頭温泉）
　（送迎はありません。各自お越しください）
【対象】65歳以上の市民　15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

第 23 回 真岡市音楽祭第 23 回 真岡市音楽祭
　真岡市音楽祭について、下記のとおり募集をしていま
す。音楽を通して真岡を一緒に盛り上げてみませんか。
【とき】11月11日（日）　
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【出演】特別出演団体、真岡市内の幼稚園・保育園、
　学校、一般音楽団体
◆◇◆ボランティアスタッフ募集◆◇◆
【時間帯】①午前 8時 30分～ 11時 30分
　　　　 ②午前 11時 30分～午後 2時 30分
　　　　 ③午後 2時 30分～ 5時
【内容】参加者誘導・搬入出口・舞台転換・観客整理・
ドア・受付
※時間帯の相談 (途中参加、途中抜け )、係の希望、
グループでの応募可。お弁当の用意有り。

【申込期限】10月 5日（金）までに、下記にて受付
◆◇◆協賛企業募集◆◇◆

【協賛金】 ①御社名掲載料 2千円
　　　　 ②広告掲載料 1万円
【協賛特典】
　①プログラムへ御社名掲載（フォント 14・太字）
②プログラムへ広告掲載（規格はA4の半分）

【申込期限】9月 14日（金）までに、下記へ図案を
FAXまたは Eメールで送付

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日曜・月曜・祝日休）
　Eメール：hall@city.moka.lg.jp

真岡市健康 21プラン推進事業講演会真岡市健康 21プラン推進事業講演会
体幹トレーニングで代謝 “UP”!体幹トレーニングで代謝 “UP”!
【とき】9月19日（水）午後1時 30 分～3 時
　（午後1時15 分から受付）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【対象】200人　【入場料】無料
【講師】特定非営利活動法人　日本成人病予防協会
　健康管理士一般指導員　内田 英利 氏
【申し込み】9月14日（金）までに、下記窓口または
　電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122  FAX83-8619 

市民市民
講座講座

編み物教室編み物教室
 やさしく編める、おしゃれなニット やさしく編める、おしゃれなニット

　ニットベストを作ります。
【とき】9月15日、29日、10月6日、20日、11月3日
　午前 9時 30分～正午（各土曜日、全 5回）
【ところ】市公民館 二宮分館　【ところ】市公民館 二宮分館　
【対象】市内在住または勤務の方【対象】市内在住または勤務の方
　先着 20人　先着 20人
【受講料】4,000 円程度（1作品）【受講料】4,000 円程度（1作品）
【持ち物】4号かぎ針、小ばさみ【持ち物】4号かぎ針、小ばさみ
【申し込み】8 月 28 日（火）【申し込み】8 月 28 日（火）
　午前 8 時 30 分から下記窓口または電話受付　午前 8 時 30 分から下記窓口または電話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館　
　☎ 74-0107 FAX74-0187（日曜・月曜・祝日休）

　

みんなのひろば

●早く走る特訓だ！ミズノ運動会必勝塾
　【とき】9/1（土）10:00 ～ 11:00【対象】小学
生 先着 30 人【参加費】540 円（1人につき）【申
し込み・問い合わせ】下記にて電話受付（9：00～21：
00）総合運動公園クラブハウス事務所（石田）☎82-7771

●のってる、とちぎ。on the TOCHIGI
　（戦略商品）コンテスト参加者募集
　栃木県では、とちぎ発の食ブームにつながる提案型
の商品開発とプロモーションに取り組んでいます。
【募集商品】ベースとなる食品の上にとちぎの美味しい
食材がのったシズル感のある商品（料理を含む）※店
舗等で実際に販売されるものとする【コンテスト（5
部門）】①お菓子・スイーツ②ごはん③麺④パン・ピザ
⑤アイデア【応募資格】栃木県内の食品関連事業者（フー
ドバレーとちぎ推進協議会会員 ※未入会の場合は入会
ください）【応募方法】「コンテスト応募用紙」を下記
事務局へ郵送またはメールで提出【応募期間】9月 21
日（金）まで（必着）※詳しくは栃木県HPをご確認
ください。【問い合わせ】栃木県産業労働観光部産業政
策課〒 320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20 ☎ 028-623-
3203 E ﾒｰﾙ：food@pref.tochigi.lg.jp

●第 15回なんびょうサポートとちぎのつどい
　【とき】9月8日（土）9:30～15:30【ところ】とちぎ健
康の森【対象】難病患者および家族、難病相談支援関係者、
難病やボランティア活動に関心のある方、県民の方【内容】
◆相談コーナー（予約制）9:30～12:00◆患者・家族交流
会10:00～12:00◆講演会「笑いと健康」14:00～15:30
◆各種団体展示PRコーナー10:00～15:30【申し込み・問
い合わせ】とちぎ難病相談支援センター☎028-623-6113
●平成 30年度女性活躍を進めるための説明会
　優秀な人材確保のために、女性活躍推進の取組を始
めてみませんか。【とき】10 月 2日（火）14:00 ～
16:00【ところ】栃木県総合文化センター【対象】従
業員数 300 人以下の中小企業経営者・人事労務担当
者 50人【参加費】無料【内容】説明会、情報交換会、
個別相談会【申し込み】参加申込書を下記 FAXまた
は Eメールで申し込み【申し込み・問い合わせ】女性
活躍推進センター東京事務局 一般財団法人女性労働
協会☎ 03-3456-4412 FAX03-6809-4472 E ﾒｰﾙ：
suishin@jaaww.or.jp

夏休み かんきょう体験ウィーク夏休み かんきょう体験ウィーク
こどもスペシャルDAYこどもスペシャルDAY

　親子で楽しめるイベントです。ぜひお越しください。
【とき】8月 26日（日）午前9時 30分～午後4時
【ところ】芳賀地区エコステーション
【内容】目指せ !! ホールインワン、太陽熱でポップ
コーン作り、小枝のえんぴつ、ストロー飛行機、
新聞紙エコバッグ、押し花ストラップ、傘の布地
でナップサック作り、環境ゲームなど

【参加費】無料
【申し込み】事前申込不要
【問い合わせ】芳賀地区エコステーション
（真岡市堀内 1839）☎ 81-1244 FAX81-1266

傘の布地

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】9月 12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

認知症サポーター認知症サポーター
1 万人達成記念事業1 万人達成記念事業

【とき】9月 22日（土）午後 1時～ 3時 20分
　（午後 0時 30分から受付）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【対象】認知症に関心のある市民の方
　（定員になり次第受付終了）
【内容】13：00《1部》感謝状の贈呈
　　　 13：35《2部》映画
　　 　「ケアニン～あなたでよかった～」上映
【参加料】無料
【申し込み】下記にて電話受付（要事前申し込み）
【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  すこやか赤ちゃん教室 すこやか赤ちゃん教室

【とき】9月13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6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】8月 31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


