
　定員に達する前に、日程変更・新規申し込みをお
願いします。市で行う健診（集団・施設・人間ドッ
ク）は、いずれか１回限りとなります。
≪生活習慣病健診≫【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
12 日（金）、15日（月）、
24日（水）、29日（月） 総合福祉保健センター

17日（水） 大内農業構造改善センター
26日（金）、30日（火） 山前農村環境改善センター

≪女性がん検診≫【受付】午後1時30分～2時15分
日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場

2 日（火） 市公民館真岡西分館
25日（木） 二宮コミュニティセンター
※詳細は、市のホームページをご覧ください。
【申し込み・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

40代のアナタも！家族のための健康チェック！40代のアナタも！家族のための健康チェック！

10 月の集団健診10 月の集団健診

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/

みんなのひろば
●栃木県行政書士会芳賀支部無料相談会
【とき】10/1（月）14:00 ～ 16:00【ところ】真岡商
工会議所【内容】行政書士が、建設、相続、農地など、
さまざまなお悩み・ご相談をお受けします。
【問い合わせ】栃木県行政書士会（長岡）☎ 75-1791

下水道いろいろコンクール作品展下水道いろいろコンクール作品展
　小・中学生の作品（ポスター・書道・標語など）の展示
【とき】10月 4日（木）～ 16日（火）
　午前 8時 30分～午後 9時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター ホール
【問い合わせ】下水道課 ☎ 83-8160 FAX83-8142

【とき】10月 28日（日）午前 9時 30分～正午
【ところ】総合福祉保健センター　【対象】市内在住の方
◆参加者募集中！事前申し込みコーナー◆
①フッ素塗布　先着 50人
【時間】午前9時45分～10時30分（受付午前10時まで）
【対象】◎年少児H26年4月2日～H27年4月1日生
　　　◎年長児H24年4月2日～H25年4月1日生
②姿勢のゆがみと筋肉バランスチェック 各回先着10人
【時間】午前9時45分～、午前10時15分～  
　　　   午前10時45分～ 、午前11時 15分～
【対象】20歳以上の市民の方

◆当日楽しめるコーナー◆
　出張！まちなか保健室、骨密度測定（先着100人）、
手洗いチェックコーナー、ラジオ体操、スタンプラ
リー、なりきり写真撮影、ふまねっとコーナーなど

健康フェスティバル参加者募集健康フェスティバル参加者募集

【申し込み・問い合わせ】
 ①こども家庭課母子健康係　☎83-8121 FAX82-2340
 ②健康増進課成人健康係　☎83-8122 FAX83-8619
　E ﾒｰﾙ：kenkou@city.moka.lg.jp

【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 

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】  11 ～ 12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】10月25日（木）までに井頭温泉へ電話申込
⇒10月 25日（木）（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

第57回こらぼ茶話第57回こらぼ茶話手軽な塩糀作り手軽な塩糀作り
　塩糀の効果を知り、糀の利用法を学びます。
【とき】10月 24日（水）午前 10時～正午
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】市内在住、通勤・通学されている方　先着25人
【参加料】500円（材料代）【講師】渡辺糀店 渡辺 千春 氏
【持ち物】マスク、エプロン、三角巾、タオル
【申し込み】下記窓口または電話、FAXにて申し込み
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558（月曜・祝日休）

　対象者に接種費用の一部または全部を助成します。
【期間】10月 1日（月）～平成31年 2月 28日（木）
【接種場所】市内の医療機関に直接予約し、接種し
　てください（市外の医療機関を希望される方は、
　事前に健康増進課へご連絡ください）

高齢者のインフルエンザ予防接種高齢者のインフルエンザ予防接種 
【対象】①65歳以上の方②60～65歳未満の方で、身体
障害1級の認定を受けている方（心臓・腎臓、呼吸器の
機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害のみ）

【費用】無料（1回接種分のみ）
【持参するもの】健康保険証または後期高齢者医療
　被保険者証（対象の②に該当する方は、身体障害
　者手帳とその写し）
子どものインフルエンザの予防接種 一部助成子どものインフルエンザの予防接種 一部助成 

【対象】市内に住所を有し、接種日に 1歳以上小学
　6年生相当の年齢までのお子さま
【助成回数】2回　【助成額】各回 2,000 円以内
【費用】接種費用と助成額の差額を自己負担してい
ただきます。

【持参するもの】母子健康手帳、こども医療費受給
　資格証など住所が確認できるもの
【問い合わせ】健康増進課健康支援係 
　☎ 81-6946 FAX83-8619

インフルエンザインフルエンザのの予防接種予防接種

　プラスチック板の上に特殊な絵の具を塗り、乾
くとステンドグラスのような作品に仕上がります。
【とき】10月24日、11月21日、12月26日、1月23日、
2月27日（各第4水曜日、全5回）午前10時～正午

【ところ】市公民館大内分館　【持ち物】エプロン
【対象】市内在住または勤務の方 先着 15人
【内容】ティッシュケース 、ハガキケースほか数点
【受講料】1回 1,500 円程度（材料代）
【申し込み】9月28日（金）から電話受付
　（午前8時 30分～午後5時 15分）
【その他】託児施設はありませんので、
　お子様連れの参加はご遠慮ください。
【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704 FAX83-6147（日曜・月曜・祝日休）

長田霊園増設分長田霊園増設分のの公募公募
◆長田霊園〈増設分のうち 180区画〉
種別 区画面積 永代使用料 管理手数料
第 5種 4.0 ㎡ 279,000 円 4,500円 /年
【申込資格】下記の条件を全て満たす方
　①市内に引き続き 6カ月以上住所を有する方
　②市税等を完納している方（世帯全員）
【申込期間】10月11日（木）～19日（金）（土・日曜を除く） 
　受付時間：午前 9時～正午、午後 1時～ 5時
　受付場所：①11日、12日は市役所本庁舎3階会議室
　　②15日～19日は市役所３階環境課環境保全係
【申込方法】真岡市営墓地使用許可申請書に、必要事
項を記入し提出してください（印鑑必要）
 ※火葬許可証をお持ちの方は必ずご持参ください。
【使用者および区画の決定（抽選会）】
・使用する区画（場所）は、くじ引にて決定します
・申込多数の場合は、くじ引きによる抽選
　（現在遺骨を所有し、すぐお墓が必要な方優先）
※抽選会については、別途通知します（11月2日（金）予定）
【申し込み・問い合わせ】環境課環境保全係  
　☎ 83-8125 FAX 83-5896

　リサイクル推進のため、再生品を提供します。
【申込期間】10月 1日（月）～ 15日（月）
　（午前9時～午後4時）土・日・祝日も受付
【申込資格】真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
に在住の 18歳以上の方

【申込方法】申込期間中にご来館の上、申し込みく
ださい。（1人 2点まで）

【抽選】10月 22日（月）午後 1時 30分から
　当選者には、個別に連絡します
【引渡期間】10月 25日（木）～ 11月 7日（水）
　午前 9時～午後 4時（平日のみ）
※注意事項など詳細は、下記へ問い合わせください。
【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

芳賀地区エコステーション芳賀地区エコステーション
第 11 回再生品提供会開催第 11回再生品提供会開催

10 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≫2、9、23、30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≫ 13日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 13日（土）午後2時～
　「ピーターパン」（77分）
≪おはなしの森≫ 20 日（土）午後 2時～
≪幼児向けおはなし会≫ 26 日（金）午前10時～
≪映写会（大人向け）≫ 30日（火）午後2時～
　「アン・ドゥ・トロワ」（120分）
【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≫4日（木）午前10時30分～
≪映写会（大人向け）≫ 11日（木）午後 2時～
　「はだかの王様」（117分）
≪スタッフの読み聞かせ≫ 20日（土）午後2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 27日（土）午後2時30分～
　「アラジンとまほうのランプ」（31 分）
≪子育て支援センター≫30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
10月の休館日10月の休館日（真岡・二宮）1、15～18、22、29日

　

図書館からのお知らせ図書館からのお知ら せ
　16 日（火）～ 18 日（木）は蔵書点検のため、
市立図書館・二宮図書館・西分館図書室はお休みと
なります。この期間は返却ポストをご利用ください。

　展示各部門へ応募される方は、作品を下記の日時
に会場（久保講堂）へお持ちください。
◆洋画・日本画：10月 4日（木） ◆盆栽：10月18日（木）
◆写真・工芸：10月 25日（木） ◆書道：11月  1日（木）
【受付時間】午前 9時～ 11時
※詳細は、市のホームページをご覧ください。

文化祭展示各部門の受付文化祭展示各部門の受付

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

●第1回芳賀郡ちびっこ大相撲「真岡場所」参加者募集
　あつまれ　未来の横綱！
【とき】10/21（日）9:00 ～（受付 8:30 ～ 9:00）
【ところ】総合運動公園相撲場【出場資格】芳賀郡内の
年中・年長、小学 1年生～ 6年生までの男女
【試合形式】各学年別、男女混合の個人トーナメント戦
【参加費】無料【申し込み】参加申込書・同意書に必
要事項を記載の上、10 月 7 日（日）までに下記へ郵
送または FAXにて申し込み【申し込み・問い合わせ】
〒 321-4362 真岡市熊倉町 4970-5 真岡相撲実行委員
会事務局☎ 090-2383-7975（小野）FAX81-3118

10 月10 月はは「土地月間」「土地月間」ですです
■県不動産鑑定士協会による不動産相談会（無料）
【とき】10月 2日（火）午前 10時～午後 3時
【ところ】青年女性会館 2階会議室 ※事前予約不要
【内容】不動産の価格、地代、家賃、借地権の価格 など
■大規模な土地取引には届け出が必要です
　一定面積以上の大規模な土地取引（※）をした時
には、国土利用計画法に基づき契約日から2週間以
内（契約日を含む）に利用目的等の届け出が必要です。
※市街化区域の場合：2,000 ㎡以上
　市街化調整区域の場合：5,000 ㎡以上
【問い合わせ】都市計画課計画係 
　☎ 83-8152 FAX83-8879

第22回 第22回 わたの花趣味クラブ発表会わたの花趣味クラブ発表会
　四つ竹・リズム健康おどり・民舞・ダンス・ハワ
イアン・民謡・吟詠・軽音楽の 9団体の発表会です。
【とき】10月 5日（金）午前9時30分開場、10時開会
【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】わたの花趣味クラブ連絡協議会
【問い合わせ】社会福祉協議会 ☎82-8844 FAX 82-5516

市民市民
講座講座 ディンプルアート教室

　初歩の筆づかいを学び、色紙作品を作ります。
【とき】10月17日、24日、31日、11月7日、14日
　（毎週水曜日、全 5回）　午前10時～11時30分
【ところ】市公民館山前分館 (山前改善センター )
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【持ち物等】書道用具一式（太筆、細筆、硯、墨汁、
半紙、新聞紙数枚）　【受講料】400円程度（材料代）

【申し込み】10月 2日（火）から電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802 FAX83-6146（日曜・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座 初心者の毛筆講座

認知症カフェ認知症カフェ
　同じ悩みを抱えた方たちが集まり、ほっとする時
間を共有する場です。

こもれびカフェ ～ こもれびカフェ ～ 笑笑
ニコニコニコニコ

 ～ ～
【とき】10月 11日（木）　午後 2時～ 3時
【ところ】ふれんど真岡デイサービスセンター（八木岡377-6）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】インフルエンザ・ノロウィルスの勉強会【参加料】無料
【申し込み】ふれんど真岡デイサービスセンター
　（☎ 81-1120）にて電話受付

木綿カフェ木綿カフェ
【とき】10月 21日（日）午後 3時～ 4時 30分
【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）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症相談、木綿の郷収穫祭＆文化祭
【参加料】200円（小学生以下は無料）
【申し込み】グループホームエフビー木綿の郷
　（☎ 81-3880）にて電話受付
【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


