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7 5 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
（年度内に 75 歳になる方、介護認定を受けている
方を除く）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。
　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・人間ドックを受診された方は、この後
期高齢者健康診査を受診する必要はありません。
　受診を希望される方は、個人通知された「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
市内指定医療機関の窓口に提出し受診してください。
【実施期間】11月 30日（金）まで【健診費用】無料
【対象】昭和 18年４月１日以前に生まれた方
　※対象の方には 8月末に個別通知しました。
【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。
集団健診（生活習慣病健診）をご利用ください。

※詳細は、下記まで問合せください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX83-8619　

【対象】市内在住または勤務で成人の方（複数申込可、各講座とも定員を超えた場合は抽選）
【申し込み・講座の内容】各講座の申込期間内に、下記まで電話で申し込み問い合わせください。

講座名 日　時 定員 参加料 会場 申し込み
男性限定！

手打ちラーメン講座 11/25（日）10:00 ～ 12:00 10 人 800 円
市公民館

10/18（木）
～10/27（土）

お箸の使い方講座 12/2（日）10:00 ～ 12:00 20 人

無料

11/1（木）
～11/14（水）

図書館で
ボードゲームをしよう 12/9（日）10:00～ 13:00 受付順に

随時参加 市立図書館 11/1（木）
～12/9（日）

知っておいた方がいい
相続にまつわる話 12/9（日）14:00 ～ 16:00 30 人 市公民館 11/1（木）

～11/14（水）
※詳しくは下記へ直接問い合わせ、またはHP市民講座をご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　☎ 82-7151（日曜日休）
　「図書館でボードゲームをしよう」のみ真岡市立図書館「図書館でボードゲームをしよう」のみ真岡市立図書館　☎ 84-6151 FAX83-6199（月曜日休）

モバイルバッテリーを含むモバイルバッテリーを含む
充電式電池は収集できません充電式電池は収集できません
　モバイルバッテリーを含む充電式電池により、収
集車での運搬や施設での処理過程の際に火災事故が
発生しています。そのため、芳賀地区エコステーショ
ンでは、火災事故防止のためモバイルバッテリーを
含む充電式電池の受け入れはしていません。家電量
販店などで回収をしていますので、絶対に「その他
（もえないごみ）・粗大ごみに混ぜないでください。
　リサイクルへのご協力をよろしくお願いします。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　環境課清掃係 ☎ 83-8126 FAX83-5896

一般介護予防事業一般介護予防事業　　　　
いきいき体操教室　
～筋力トレーニング編～～筋力トレーニング編～　　

　筋トレマシンを使用した体操教室です。筋力をつ
けて膝痛改善！無理なく続けられるようスタッフが
指導します。開始日を含む全 8回の教室です。
【とき】 ①11月5日から毎週 月曜日（14:00～15:00）
　　　②11月7日から毎週 水曜日（14:00～15:00）
　　　③11月8日から毎週 木曜日（14:00～15:00）
　　　④11月9日から毎週 金曜日（14:00～15:00）
　各曜日とも先着 4人、申込順に受講日時を決定
【ところ】iFitness（“いちごの湯”井頭温泉内）
【対象】65歳以上で筋力の低下がみられる方
　※年度内 1回限り参加可能
【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

シニアのためのシニアのためのヘルシーヘルシー料理教室料理教室
～秋の味覚を楽しむ健康レシピ～～秋の味覚を楽しむ健康レシピ～
　鮭とじゃが芋の重ね蒸し、りんごとみかんの豆サ
ラダ、きのこたっぷり味噌汁を作ります。
【とき】11月12日（月）午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室 【参加料】600円（材料代）
【対象】市内在住の 50歳以上の方 先着24人　
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】現在受付中（午前8時30分～）現在受付中（午前8時30分～）
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619

人

認知症カフェ認知症カフェウエルカフェウエルカフェ
　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。
【とき】10月 22日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】ウエルカフェ（ウエルシア真岡高間木店）
【対象】市内に住む認知症の方またはそのご家族
【内容】認知症予防体操　【参加料】無料
【申し込み】下記にて電話受付（午前8時30分～
　午後5時15分）　
【申し込み・問い合わせ】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

「まちなか保健室」「まちなか保健室」健康講座健康講座
【内容】運動推進 ～実践～　講師：運動指導士

駅前館駅前館
【とき】10月19日（金）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駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 10人
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 4時）

田町館田町館
【とき】10月24日（水）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
【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

　クリスマスイベント「サンタと遊ぼう（12/15 開
催予定）」で、子どもたちと一緒に遊んだり、企画や
運営を行うボランティアを募集します。
【対象】高校生ならどなたでも 
【申込期限】10月25日（木）までに下記にて電話受付
※第１回実行委員会は 10月 29 日（月）午後 6時
　から市公民館 第 7会議室で開催予定です。　
【申し込み・問い合わせ】　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜 ･祝日休）

2018 年度サンタと遊ぼう2018 年度サンタと遊ぼう
実行委員募集！実行委員募集！

市民市民
講座講座 切 り 絵 講 座切 り 絵 講 座

【とき】11月 10日、17日、24日、12月 1日、8日
　（毎週土曜日、全5回 )　午前9時 30分～11時 30分
【ところ】中村農村環境改善センター
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【持ち物】カッター、マット
　※お持ちでない場合は、600円で用意します。
【受講料】200円 ( 材料代 )

共通事項共通事項
【申込期間】10月16日（火）～ 26日（金）までに下記
にて電話受付（午前8時30分～午後5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】中村農村環境改善センター
　☎ 82-2902 FAX83-6148（日曜・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座 パッチワーク講座パッチワーク講座

【とき】11月 9日、16日、23日、30日、12月 7日
　（毎週金曜日、全 5回 )　午前 9時 30分～正午
【ところ】中村農村環境改善センター
【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人
【持ち物】裁縫道具、布切りハサミ、紙切りハサミ、
　定規、筆記用具【受講料】4,000 円 ( 材料代 ) 

第23 回 第23 回 真岡市音楽祭真岡市音楽祭
　合唱・吹奏楽・太鼓など、子どもから大人まで真
岡市内の音楽団体が日頃の練習の成果を発表します。
【とき】11月11日（日）午前9時開場、9時20分開演
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【入場料】無料（整理券あり）
【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）

真岡市文化祭 真岡市文化祭 将棋大会開催将棋大会開催
【とき】10月 27日（土）午前 9時から受付
【ところ】青年女性会館
【参加費】小学生500 円、一般1,000 円
【クラス分け】小学生の部、
　一般の部（中学生以上）：棋力に応じてクラス分け
【申し込み】小学生は学校を通して申し込み（当日
　申込も可）、一般の部は事前申込不要
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

科学教育センター 天体観望会科学教育センター 天体観望会
火星・月をみよう火星・月をみよう

【とき】10月26日（金）午後 7時～ 8時
【定員】先着30人（小学生以下は保護者同伴）
【参加費】無料
【持ち物等】懐中電灯、防寒具（必要に応じて）
【申し込み】10月 22日（月）～ 24日（水）までに
　下記にて電話受付　※電話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

）

安全・安心まちづくりフェスティバル安全・安心まちづくりフェスティバル
【とき】10月 14日（日）※雨天決行　※入場無料
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）および周辺
【内容】◆表彰式（10:00 ～ 11:00/ 小ホール）
　◆ふれあい動物園　◆イマキダンシング真岡　　
ミュージカル（13:30 ～ 14:30/ 小ホール）

　◆大声コンテストなど
【問い合わせ】真岡警察署 ☎ 84-0110
  市民生活課市民生活係 ☎ 83-8394 FAX83-8392

【とき】10月28日（日）午前10時～午後3時30分
【ところ】こども発達支援センターひまわり園
　下籠谷4412-1（旧コンピューターカレッジ）※雨天決行
【内容】焼きそば等の模擬店、フラダンス等の発表、抽選会、
無料ふわふわ遊具、無料新米配布（数量限定）など

【問い合わせ】社会福祉協議会 ☎82-8844 FAX82-5516

第34回第34回ふれあいふれあいフェスティバルフェスティバル

久保記念観光文化交流館 美術品展示館第18回企画展
久保貞次郎エディション展久保貞次郎エディション展  

小コレクター運動から生まれた小コレクター運動から生まれた
版画作家たち版画作家たち

　久保貞次郎の支援により制作された
版画作品を展示します。北川民次や瑛九など戦後に
活躍した作家たちの多彩な版表現をご覧ください。
【開催期間】《前期》12月 10日（月）まで
　《後期》12月13日（木）～平成31年2月11日（月・祝）
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【休館日】12月 12日（水）、
　年末年始（12月 29日～ 1月 3日）
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

入場料
無料

～生涯学習フェスティバル～～生涯学習フェスティバル～「やってみよう！」がテーマの「やってみよう！」がテーマの
初心者向け体験講座初心者向け体験講座

みんなのひろば

●調停相談会のお知らせ
【とき】11/9（金）9:00 ～ 15:00【ところ】総合福祉
保健センター、茂木町水道庁舎【内容】離婚、扶養、相続、
家事に関する一切の相談、交通事故、金銭の賃借、土地、
建物の問題等（秘密は厳守します）【相談員】民事調停員、
家事調停員【相談料】無料【予約】不要【問い合わせ】
真岡調停協会☎ 82-2076

●きらり押花倶楽部「押し花&布あそび」作品展示
【とき】10/30（火）まで【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

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

【とき】12月1日（土）午後7時30分開演 （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】前売り 3,500 円、当日 4,000 円　※全席指定
◆真岡市芸術鑑賞会会員500円引 （市民会館で購入時のみ）
◆当日券は前売りで完売しなかったときのみ販売
◆5歳以上有料、４歳以下膝上無料（席が必要な場合有料）
【チケット発売日】
◆真岡市芸術鑑賞会会員先行発売（市民会館で販売）
　10月 18日（木）午前 9時から
◆一般発売：10月 27日（土）午前 9時から
　（電話予約は午後 1時から）※初日は1人4枚まで
【出演】NON STYLE/とろサーモン/麒麟/プラス･マイナス/他
【プレイガイド】市民会館  ☎ 83-7731（日曜・月曜・
祝日を除く 8:30 ～ 17:15）、チケットよしもと 
☎ 0570-550-100、チケットぴあ ☎ 0570-02-
9999、ローソンチケット ☎ 0570-084-003

【問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日曜・月曜・祝日休）

週末週末よしもとおよしもとお笑笑いライブいライブinin真岡真岡20182018


