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ノンケア体操（介護予防体操）ノンケア体操（介護予防体操）
指導員養成講習会指導員養成講習会

　ノンケア体操は、介護予防を目的として手軽に健
康づくりをするための体操です。地域での普及を図
るため、指導員養成講習会を開催します。

会　場 日　　時　

市公民館
第5・6・7会議室

10月 4日（木）、23日（火）
11月 7日（水）、29日（木）
12月 5日（水）

二宮分館
204・205会議室

10月 12日（金）、16日（火）
11月 1日（木）、15日（木）、21日（水）

【時間】午後 1時 30分～ 3時 30分
　※上記表の全 10回の講習に参加してください。
【対象】①～③のすべてに該当する方　先着 15人
　①市内に住所を有する 40～ 70歳くらいまでの方
　②過去にこの講習会に参加したことがない方
　③各地区からの要請に応じて指導できる方
【講師】過去に講習会を修了し、現在各地区で指導
　されている方々
【申込方法】下記窓口に用意してある申込用紙に必
　要事項を記入し、下記窓口まで申し込み
【申込期限】9月 26日（水）
※地域での普及を図るため、講習修了者の
　情報を区長にお伝えします。
【申し込み・問い合わせ】 いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎74-5004 FAX74-1250

市民市民
講座講座 花巻き寿司講座花巻き寿司講座

【とき】10月16日、30日  午後1時30分～3時30分
　（各火曜日、全 2回）
【ところ】市公民館真岡西分館　調理室【ところ】市公民館真岡西分館　調理室
【対象】市内在住・在勤の方  20人（定員超抽選）【対象】市内在住・在勤の方  20人（定員超抽選）
　※昨年、「飾り花巻き寿司講座」を受講した方は　※昨年、「飾り花巻き寿司講座」を受講した方は
ご遠慮ください。ご遠慮ください。
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭き用タオル、マスク、【持ち物】エプロン、三角巾、手拭き用タオル、マスク、
　巻きす（お持ちの方のみ）、持ち帰り用の容器　巻きす（お持ちの方のみ）、持ち帰り用の容器
【受講料】1,200 円（2回分の材料費を初回日に集金）【受講料】1,200 円（2回分の材料費を初回日に集金）
【申込期限】9月 15日（土）までに下記窓口、電話、【申込期限】9月 15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）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室  
虫とり名人になろう虫とり名人になろう

　虫のつかみ方や網の使い方を修行し、虫とり名人
を目指します。捕まえた虫は、最後に逃がします。
【とき】9月22日（土）午前9時30分～11時 30分
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止
【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】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物
　虫とり網、虫かご　【参加料】無料
【申し込み】9月8日（土）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）

科学教育センター科学教育センター

天 体 観 望 会天 体 観 望 会
　天体望遠鏡を使って、土星や火星を観察します。
【とき】9月21日（金） 午後6時 30分～7時 30分
【対象】先着 30人（小学生以下は保護者同伴） 
【参加料】無料
【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】9月 18日（火）、19日（水）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

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　

【募集コース】  10 ～ 11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】9月 26 日（水）までに井頭温泉へ電
話申込⇒ 9月 26 日（水）（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 

みんなのひろば

●真岡市民合唱団の活動紹介展示
　テーマ「趣味だけど真剣！真岡市民合唱団」
【とき】9/5（水）～ 9/29（土）【ところ】二宮コミュ
ニティセンター 2階【問い合わせ】コラボーレもお
か☎ 81-5522 FAX81-5558

秋のドッジボール教室秋のドッジボール教室
【とき】10月 13日、27日、11月 3日
　（各土曜日、全 3回）午前10時～正午
【ところ】附属体育館
【対象】市内小学生　先着 20人

共通事項共通事項
【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12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

秋秋ののこども体操教室こども体操教室
　前まわりや後ろまわりなど体操の基礎を学びます。
トランポリンを使った楽しい運動もあります。
【とき】10月13日、27日、11月3日、10日、17日
　（各土曜日、全 5回） 午後 2時～ 4時
【ところ】総合体育館　【対象】市内小学生 先着40人

第 3 回 歴史教室開催第 3 回 歴史教室開催
【とき】9月8日（土）午前10時～正午（無料・申込不要）
【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』

第 4 回歴史教室第 4 回歴史教室
【とき】10月 6日（土）※時間、会場は上記と同様
【講師】水戸市教育委員会　川口 武彦 氏
【演題】「古代常陸国の寺院と官衙研究の最前線（仮）」
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

●メンタルヘルス講座
　～ストレスとの上手な付き合い方～受講者募集
　自分でできるストレスの効果的な対処法や、家族や
友人などの周りの変化に気づくためのポイントについ
て学びます。【とき】9/26（水）14:00～ 15:30（13:30
受付開始）【ところ】栃木県芳賀庁舎4階 大会議室【募
集人数】先着90人【申し込み・問い合わせ】9/12（水）
までに電話またはFAXにて受付　栃木県県東健康福
祉センター☎82-2138 FAX83-7003

9 月に 70 歳を迎える方へ9 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

　9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9月30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。
　9月に申請された方への温泉券の交付枚数は、
　7枚（7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

方）　

10 月10 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
4日（木） H30年 4月 26日～H30年5月27日生

19日（金） H30年 5月 28日～H30年6月19日生

9カ月児健診 5日（金） H29年 12月 8日～H29年12月26日生

1歳 6カ月児健診 12日（金） H29年 3月 11日～Ｈ29年4月4日生

3歳児健診
9日（火） H27年 9月 17日～H27年10月3日生

23日（火） H27年 10月 4日～H27年10月29日生
2歳児歯科検診 29日（月） H28年 10月生

4歳児歯科検診
17日（水） H25年 4月 2日

～H26年4月1日生
※対象者には個別通
　知文を送付します。

24日（水）
30日（火）

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
　※ 4歳児歯科検診のみ午後 1時 15分～ 2時
【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。

10 月の「マタニティ・子育て相談会」10 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】10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

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】現在受付中。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

「まちなか保健室」「まちなか保健室」
健康講座・健康栄養講座健康講座・健康栄養講座

田町館田町館
健康講座「高血圧」

【とき】13日（木）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田町館」
【対象】市内在住の方 先着 10人　【講師】保健師
健康栄養講座「骨粗しょう症予防食」
【とき】16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　【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

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
参加者募集中！参加者募集中！

【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】市民の方【参加料】無料
【内容】
　13：00～
　《1部》感謝状の贈呈
　13：35～
　《2部》映画上映
　「ケアニン～あなたでよかった～」「ケアニン～あなたでよかった～」
【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

●法定相続人は誰？法定相続情報証明制度について
　相続手続きにおいては、亡くなった方の戸除籍謄本
の束を窓口に何度も出し直す必要があります。そこ
で、相続人の負担を軽減するため、戸籍などの書類を
基に法定相続人が誰であるのかを法務局が確認し、戸
籍謄本等に代わる公的証明書を発行する「法定相続情
報証明制度」を開始しています。相続登記や金融機関
における預貯金の払戻し、税務署での申告等、様々な
相続手続でご利用いただけます。詳しくは法務局ホー
ムページをご覧ください。【問い合わせ】☎ 82-2279

    9 月  9 月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ

 15日（土）午前10時～11時 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


