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「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】9月 9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】食物繊維の健康効果　【講師】栄養士
【申し込み】ほっとステーション駅前館にて電話受付
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 4時）

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー巡回相談会＆巡回セミナー
①とちぎジョブモール巡回セミナー①とちぎジョブモール巡回セミナー
【とき】9月 20日（木）午前 10時 30分～正午
【内容】応募書類の書き方
【講師】ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会②とちぎジョブモール巡回相談会
【とき】9月 20日（木）午後 1時～ 4時
【内容】キャリアカウンセリング、適正職業診断、
履歴書の書き方、面接の受け方のアドバイス
③とちぎ生涯現役シニア応援センター③とちぎ生涯現役シニア応援センター
　  ぷらっと巡回相談会　   ぷらっと巡回相談会
【とき】9月 20日（木）午後 1時～ 4時
【内容】セカンドライフや生涯学習に関するアドバイス、
ボランティアや就労などの社会参加活動のアドバイス

共通事項共通事項
【ところ】真岡商工会議所　【参加料】無料
【申し込み】9月 18 日（火）午後 5時までに下記
へ電話申し込み

【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係 　
　☎ 83-8134 FAX83-0199

9 月の図書館だより9 月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫4、11、18、25日（火）午前10時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語の絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 8日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 8 日（土）午後 2時～
　「リボンの騎士」（63分）
≪おはなしの森≫ 15 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 18日（火）午後2時～
　「燃える上海 男装の麗人 川島芳子」（85分）
≪幼児向けおはなし会≫ 28 日（金）午前10時～

◆第 1 回リサイクルフェア◆
【とき】9月 23日（日）午前 10時～午後 3時
　（午前 9時 30分から整理券配布）
【ところ】真岡市立図書館 2 階会議室
【内容】除籍扱いになった書籍や絵本、
　雑誌などを無償で提供します。
※当日はマイバッグの用意をお願いします。
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫6日（木）午前10時30分～
≪スタッフの読み聞かせ≫15日（土）午後2時～
≪映写会（大人向け）≫ 20日（木）午後 2時～
　「高橋是清」（115分）
≪映写会（子ども向け）≫ 22日（土）午後2時30分～
　「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミック
　フロント☆NEXT 月の段」（25分）
≪子育て支援センター≫25日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286
9 月の休館日9月の休館日（真岡・二宮）3日、10日

  ９月の９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

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）

5日、12日、19日、26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
（19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
11 日（火）午前10時45分～ リズムであそぼう

13日（木）午前10時45分～ 育児講座あいあい
「ぷちコンサート♪」

21日（金）午前11時00分～ オピママとあそぼう
26日（水）午前10時45分～  こっこ　お誕生会
27日（木）午前10時45分～  交通安全教室

【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

5 日（水）
午前10時45分～

ぴよぴよ　お誕生会
7日（金） 子育て健康相談
20日（木） 親子で楽しくふれあい遊び
※ 4日（火）に予定していた「子育て健康相談」は、
　 7 日（金）へ延期になりました。
【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
7日、14日21日、
28日（各金曜日） 午前 11時～ 体育遊び

20日（木） 午前 11時～ リズム遊び
27日（木） 午前10時30分～ ベビーマッサージをしよう

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200

【実施期間】9月1日（土）～11月30日（金）まで
【対象者】昭和18年４月１日以前に生まれた方
　※対象の方には個別通知しました。【健診費用】無料
【注意】年度内に75歳になる方（昭和18年4月2日
～昭和19年4 月1日生まれの方）は、施設健診（医
療機関での健診）の対象とはなりませんので、集団
健診（生活習慣病健診）をご利用ください。

今年度 76 歳を迎える方限定今年度 76 歳を迎える方限定
後期高齢者歯科健診後期高齢者歯科健診

【実施期間】9月1日（土）～11月30日（金）まで
　（休診日を除く）
【対象者】平成 30年度中に 76歳を迎える方
◆対象者には、後期高齢者歯科健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、受診券を持参して健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。

【健診内容】口腔内・義歯の状態（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】無料

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

75 歳以上の方の75 歳以上の方の
後期高齢者健康診査施設健診後期高齢者健康診査施設健診
　後期高齢者健康診査施設健診は、75歳以上の方
を対象とした、市内指定医療機関で個別に受診する
基本健康診査です。（年度内に 75 歳になる方、介
護認定を受けている方を除く）
◆今年度中に、集団健診で、後期高齢者健康診査　
　を受診された方・人間ドッグを受診された方は、
　受診する必要はありません。
◆糖尿病などの生活習慣病で、定期的に治療中の方
　は、必ずしも健康診査を受ける必要はありません。
　受診を希望される方は、郵送してある「後期高齢者
健康診査【受診票】」に住所・氏名・生年月日・電話番
号、問診部分を記入のうえ、「受診券」と一緒に「市内
の指定医療機関」の窓口に提出し受診してください。

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室    　    　
キノコのふしぎをさぐろうキノコのふしぎをさぐろう　　
　雑木林へ出かけて、色も形もさまざまなキノコの
生態を楽しく観察します。
【とき】9月17日（月・祝）　午前9時30分～11時30分
【ところ】根本山自然観察センター　※小雨決行
【対象】どなたでも参加できます。【参加料】無料
　（小学4年生以下は保護者同伴）　先着20人
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、軍手、飲み物、
　キノコの図鑑（あれば）、雨具・長靴（小雨の場合）
【申し込み】9月2日（日）午前8時30分から電話受付
【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）

ミニバスケットボール教室ミニバスケットボール教室
【とき】10月7日、14日、21日、28日、11月4日
　（毎週日曜日、全 5回）午前 10時～正午
【ところ】物部地域体育館（高田 2645)
【対象】市内小学生 先着 20人【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、
　体育館シューズ、 タオル、 飲み物
【申し込み】9月5日（水）から下記電話（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】スポーツ振興課
  ☎ 84-2811 FAX84-6258 Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
  ※FAX・E ﾒｰﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記

久保記念観光文化交流館　DVD上映会久保記念観光文化交流館　DVD上映会

「絵を描く子どもたち」「絵を描く子どもたち」
　表現する楽しさに目覚めていく小学1年生の子ども　表現する楽しさに目覚めていく小学1年生の子ども
たちを追った記録映画です。ぜひご鑑賞ください。たちを追った記録映画です。ぜひご鑑賞ください。
【とき】9月 9日（日）①午後2時～ ②午後 3時～
　（開場は各回 10分前、上映時間約 40分）
【ところ】久保記念観光文化交流館 観光まちづくりセンター
【定員】各回先着 20人程度　【入場料】無料
【申し込み】下記窓口または電話受付
　（定員に空きがある場合は当日受付も可）
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　 ☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

  真岡市芸術鑑賞会映画会
「妻よ薔薇のように（家族はつらいよⅢ）」「妻よ薔薇のように（家族はつらいよⅢ）」
【とき】9月1日（土）①午後2時②午後6時30分
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館） 大ホール
【上映時間】約 2時間 15分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円 ※当日購入可 ※全席自由
　※平成30年度芸術鑑賞会会員 無料
【作品紹介】気遣いがない夫の言葉に溜まった不満が
爆発！家を出て行った妻と、家事を担う主婦がいな
くなる緊急事態に直面した家族の大騒動を描きます。
　平成30年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中です。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

市民市民
講座講座 表札づくり講座表札づくり講座

【とき】10/9、10/23、11/6、11/20、12/4、12/18
　午後 1時 30分～ 3時 30分　（各火曜日、全 6回）
【ところ】【ところ】市公民館真岡西分館市公民館真岡西分館
【対象】市内在住・勤務の方  15 人（定員超抽選）【対象】市内在住・勤務の方  15 人（定員超抽選）
【持ち物】【持ち物】筆記用具など（彫刻道具は講師が用意します）筆記用具など（彫刻道具は講師が用意します）
【受講料】3,500 円（材料代）　【受講料】3,500 円（材料代）　
【申し込み】9月 8日（土）までに下記窓口、電話、【申し込み】9月 8日（土）までに下記窓口、電話、
　FAX受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　FAX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）

真岡市文化祭真岡市文化祭
文芸各部門締切間近！文芸各部門締切間近！
　俳句、川柳、短歌、詩、随筆部門の作品応募締切
は 9月 14 日（金）です。ぜひご応募ください。
　※詳細は市のホームページをご覧ください。
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

第 2 回 民謡発表会第 2 回 民謡発表会
　代々歌い継がれてきた“日本のこころ”に触れてみませんか。
【とき】9月 8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

第 3 回 歴史教室開催第 3 回 歴史教室開催
　芳賀郡の歴史、真岡の考古学の先駆者だった佐藤行
哉と、栃木の文化財保護に尽力した丸山瓦全との関わり
をお話いただきます。（無料・事前申し込み不要）
【とき】9月 8日（土）午前 10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【講師】栃木県考古学会顧問　竹澤 謙 氏
【演題】『「真岡市考古学研究の祖 佐藤行哉とその師
　丸山瓦全」を中心として』

新庁舎周辺整備事業に関する新庁舎周辺整備事業に関する
アンケートにご協力くださいアンケートにご協力ください

　市民の皆さまの新庁舎周辺整備に対するご意見や
ご要望などを、基本構想に反映させるため、「新庁舎
周辺整備に関する市民アンケート」を実施しています。
　市内在住の 1,000 人の方を無作為に選び、調査
票をお送りしましたので、ご協力をお願いします。
【提出期限】9月 18日（火）までに投函
【問い合わせ】新庁舎周辺整備推進室
　☎ 83-8059 FAX 83-5896

プロから学ぶ！歩き塾プロから学ぶ！歩き塾
　プロから正しい歩き方を学びながら、屋外を楽し
く歩きましょう。
《第 1回》10月 3日（水） ・総合運動公園
　集合場所：西側駐車場付近
《第 2回》10月 10日（水）・井頭公園
　集合場所：プール売店自由広場
　両日とも午前 10時～ 11時（午前9時45分集合）
【対象】市民の方 50人　※小雨決行、荒天時中止
【持ち物等】歩きやすい服装、飲み物、帽子、タオル
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122 FAX83-8619

いします。


