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結核・肺がん検診（胸部レント結核・肺がん検診（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】下表以外の時間と場所は、回覧
板とWeekly News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

と　き ところ

10/2
（火）

9:00‐   9:30 TSUTAYA真岡店
9:45‐ 10:05 亀山公民館
10:20‐10:35 徳和鋼材西側公園（勝瓜）
10:50‐11:10 うな源別館（下籠谷）
11:25‐11:40 下籠谷公民館
13:00‐13:15 セブンイレブン真岡下籠谷店
13:30‐13:50 下大田和コミュニティセンター
14:05‐14:20 西郷第三公民館
14:35‐15:05 寺久保公民館

10/3
（水）

  9:00‐     9:15 寿町商店街駐車場（荒町）

  9:35‐ 10:10 サンキ北側駐車場
（旧ﾎｸｴｰｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

10:30‐10:50 石川医院前（中郷）
11:15‐11:30 飯貝公民館
13:00‐13:15 上清水公民館
13:35‐13:50 下清水公民館
14:15‐14:30 大中内北山公民館（西田井）
14:50‐15:05 西田井駅前公民館

10/4
（木）

   9:00‐   9:25 中村改善センター
9:45‐ 10:15 真岡ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ（とりせん）

10:35‐11:05 イオン駐車場
（ザ・ビッグエクストラ）

11:25‐11:45 真岡市シルバーサロン駐車場
13:00‐13:15 高勢町第 1公民館
13:30‐ 13:55 高勢町第 2公民館
14:15‐ 14:35 真岡保育所

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

第2回第2回ノルディックウォーキング教室ノルディックウォーキング教室
　２本のポール（ストック）を使って歩行運動を補
助し、エクササイズ効果をアップします。
【とき】10月 6日、20日、11月 3日
　（各土曜日、全 3回）　午前 9時～ 11時　
【ところ】井頭公園 自由広場 ※雨天時はスポーツ交流館
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着20 人
【その他】ポール（ストック）は、事務局で用意します。
【受付開始日】9月 19日（水）から

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
【申し込み】現在受付中

第１回 みんなで楽しむ第１回 みんなで楽しむ
さいかつボール教室さいかつボール教室

【とき】10月 13日（土）　午前 10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内の小学4年生以上の方　先着30 人
【受付開始日】9月 19日（水）から

共通事項共通事項
【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物、　
※ノルディックウォーキングはリュック、ミニバスケッ
トボール、さいかつボールは体育館シューズも持参

【申し込み】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

県の施設をみる県の施設をみる「県民バス」「県民バス」参加者募集参加者募集
【とき】11月 8日（木）
【第 1集合地】益子町役場
　午前 8時 50分集合、午後 4時解散
【第 2集合地】道の駅もてぎ
　午前 8時 40分集合、午後 4時 10分解散
【第 3集合地】久保講堂
　午前 9時 30分集合、午後 3時 40分解散
【見学施設】紬織物技術支援センター、県央浄化センター
　※昼食は、道の駅しもつけ（各自自由）
【対象】真岡市、益子町、茂木町在住の方  46 人
　※応募者多数の場合抽選
【申込方法】124円の往復はがき「往信用裏面」に、
①氏名、②住所、③電話番号、④年齢、⑤性別、
⑥希望集合地を明記の上、下記住所まで郵送。
　1枚のはがきで最大 2人まで申し込み可。2人の
場合、それぞれ①～⑥を明記。

【申込期限】10月 18日（木）（当日消印有効）
【申し込み・問い合わせ】〒320-8501（住所不要）
　栃木県広報課 県民プラザ室 ☎ 028-623-3766

身体障がい者身体障がい者のためののための巡回相談巡回相談
【とき】10月 18日（木）　午後 2時～ 4時
【ところ】総合福祉保健センター
【内容】①肢体不自由の方の身体障害者手帳の申請
　　　　（程度変更を含む）
　　　  ②相談（無料）
【主催】栃木県障害者総合相談所
【申し込み】10月5日（金）までに下記へ申し込み
【申し込み・問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554

第 2回第 2回文化財めぐり+文化財めぐり+ウォーキングウォーキング
常陸国の古代官衙跡・寺院跡を訪ねる常陸国の古代官衙跡・寺院跡を訪ねる
【とき】10月 17日（水）
　午前 8時 30分集合・出発、午後 5時解散
【集合場所】久保講堂南側砂利駐車場　※小雨決行※小雨決行
【行き先】平沢官衙跡、真壁伝承館歴史資料館、新
治郡衙跡、新治廃寺跡、内外大神宮
　（新治郡衙跡、新治廃寺跡は約 4kmを歩きます）
【対象】市内在住または勤務の方40人（定員超抽選）
【参加料】1,080円（昼食代）
【申し込み】9月26日（水）消印有効
　往復はがきで申し込み（1通で2人まで申し込み可）
※記入不備は無効
　参加者全員の住所・氏名・生年月日・電話番号を
記入（市外の方は勤務先も記入）。返信用はがき
に申込者の郵便番号・住所・氏名を記入し、下記
申込先へ郵送してください。
　10月上旬頃、抽選結果を返信はがきで通知します。
【申し込み・問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町
1201 番地　真岡市教育委員会文化課文化財係 「第 2
回文化財めぐり」担当　☎ 83-7731 FAX83-4070

第69回 芳賀地方芸術祭第69回 芳賀地方芸術祭
「演劇部門発表会」開催！「演劇部門発表会」開催！
　芳賀郡内の学校の演劇部や一般団体による演劇の
発表会です。秋のひと時、日常の暮らしを忘れ、劇
場空間を共有してみませんか。
【期間】9月 23日（日）　午前 10時開演
【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】芳賀地方芸術祭運営委員会
【問い合わせ】文化課　☎ 83-7731 FAX 83-4070

真岡市まちかど美術館　市民ギャラリー真岡市まちかど美術館　市民ギャラリー
スマ・切り絵クラブスマ・切り絵クラブ

「残したい風景」「なごみ」開催中「残したい風景」「なごみ」開催中
【開催期間】9月 29日（土）まで
【開館時間】午前 9時～午後 6時
【ところ】真岡市まちかど美術館
【入場料】無料
※駐車場は、真岡信用組合
　荒町支店西側をご利用ください。
【問い合わせ】真岡市まちかど美術館
　 ☎ 080-8736-3984（火曜日休）

芳賀教育美術展芳賀教育美術展
歴代の知事賞展歴代の知事賞展

　　1987年から毎年開催されている芳賀教育美術展で、
これまでに最高賞である知事賞を受賞した作品を一堂
に展示します。
【開催期間】9月20日（木）～10月1日（月）まで
【開館時間】午前 9時～午後 6時
【ところ】久保記念観光文化交流館
　美術展示館
【入場料】無料
【主催】真岡市教育委員会、
　一般社団法人 真岡青年会議所
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　 ☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

みんなのひろば

●パソコンも学べる！警備スタッフ講習会
　警備業務の基礎知識・使命・心構えの知識と技能、パソ
コンの基本的な操作、履歴書作成や面接対策などを学びま
す。【講習期間】10/1（月）～10/18（木）《受講説明会》
9/26（水）※選考会のため必ず出席。《選考結果》9/27（木）
【ところ】情報センター 研修室【対象】55歳以上で雇用形
態による就職を希望している方、ハローワークに求職登録
している方【受講料】無料【申し込み・締切日】申込書を
記入して下記までに送付、9/21（金）17時受講申込書到
達分まで【申し込み・問い合わせ】日建学院宇都宮校 宇都
宮市東宿郷3-6-8☎028-637-5128 FAX028-637-5633

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
伝統ある正統派混声合唱団伝統ある正統派混声合唱団

「東京カンマーコーア」コンサート「東京カンマーコーア」コンサート
【とき】9月 29日（土）午後 2時開演（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館） 大ホール
【入場料】全席自由
　（前売り）
　◆一般2,000円　◆学生（高校生以下）1,000円 
　（当日）前売りで完売しなかったときのみ販売
　◆一般2,200円　◆学生（高校生以下）1,100円
【問い合わせ】クラシックもおか事務局 ☎ 75-1688

●平成 30年度自衛隊記念日観閲式実施
　10/14（日）に自衛隊記念日観閲式を陸上自衛隊朝霞訓
練場で実施します。9月下旬頃から訓練・予行等を開始す
るため、航空機などの飛行により大きな音が生じることが
あります。周辺の皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、ご
理解、ご協力をお願いします。なお、期間中の航空機の
編隊飛行予定等については、ホームページ（http://www.
mod.go.jp/gsdf/eae/）で確認できます。【問い合わせ】
陸上自衛隊東部方面総監部☎048-460-1711

500㎡以上の埋め立て500㎡以上の埋め立て（盛土）、（盛土）、
一時たい積一時たい積はは許可許可がが必要です必要です
　土砂等の埋め立て等による土壌の汚染や災害の発
生を防止するため、500㎡以上3,000㎡未満の埋め
立て（盛土）を行う場合や、土砂等を一時たい積する
場合は、市の条例により許可が必要となります。埋め
立て等を行う場合は、事前に相談してください。
　真岡市の土砂条例では、建設汚泥由来の改良土を用
いた埋め立てはできませんので、ご注意ください。
　なお、3,000㎡以上の埋め立て（盛土）、一時たい
積を行う場合は、県の条例の許可が必要になります。
【問い合わせ】環境課公害対策係 　
　☎ 83-8127 FAX83-5896

真岡っ子をみんなで育てよう事業真岡っ子をみんなで育てよう事業

おもしろサイエンスショーおもしろサイエンスショー
　家にある身近なものを使い、ユーモアを交えなが
らあっと驚く科学実験を紹介します。子どもから大
人まで楽しめる内容です。
【とき】10 月6日（土）午後1時30分開場、2時開会
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館） 大ホール
【出演】阿部 清人 氏
【入場料】無料　【申し込み】不要
【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係（日曜・祝日休）
　 ☎ 82-7151 FAX83-4070

市民市民
講座講座 多肉植物リース作り教室多肉植物リース作り教室
　多肉植物でリース（18cm）を作ります。
【とき】10月7日（日）　午前 10時～正午
【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 16人（親子で参加可）　先着 16人（親子で参加可）
【受講料】4,000 円程度（材料代）【受講料】4,000 円程度（材料代）
【持ち物等】エプロン、汚れても良い服装【持ち物等】エプロン、汚れても良い服装
【申し込み】9 月 18 日（火）【申し込み】9 月 18 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）

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

　ストレッチや筋トレにより体幹をしっかりし、転倒
予防に取り組みませんか。お口の体操やバランスの良
い栄養講話も実施します。
【とき】 10月3日（水）から毎週水曜日（全12回）
　①午前10時30分～正午　送迎なし
　②午後2時～3時30分　送迎あり（会場から半径5km以内）
【ところ】デイサービス未来（真岡工業高校前）
【対象】65歳以上の市民で初めて参加する方
　（①、②とも先着 10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


