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ふれあい体験講座ふれあい体験講座
鍋パーティーをしよう！鍋パーティーをしよう！

　視覚にサポートが必要な方々とレクリエーション
ゲームや鍋料理を実施し、楽しく交流します。
【とき】11月 4日（日）午前 10時～午後 2時
　（30分前受付）
【ところ】大内農業構造改善センター（大内分館）
【対象】市内の小学生 4～ 6年生　先着 16人
【参加料】無料（昼食付）　
【申し込み】10月 26日（金）までに下記へ電話予約、
その後窓口へ申込書を提出してください。

【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
　☎82-8844 FAX82-5516

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】11月8日（木）午前9時50分～11時15分
　（受付：午前 9時 45分まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成30年8月生まれの乳児と保護者 先着17組
【内容】講話「赤ちゃんとの日常生活・産後ママの
　体のケア」、ベビーマッサージ他
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル 1枚
【申し込み】10月26日（金）午前 9時から電話受付

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

    両親学級両親学級ののご案内ご案内
　沐浴体験、妊婦疑似体験などを行います。
【とき】11月10日（土）午前9時30分～11時30分
　（受付：開始5分前まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦（おおむね妊娠24週以降 ）
　先着15組　【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】10月26日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

～～

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。サポー
ターとは、何か特別なことをするのではなく、認知
症の人や家族に対する理解者になることです。
【とき】11月 7日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 1会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【受講料】無料
【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

10月10月ははピンクリボン月間ピンクリボン月間ですです
検診受診で女性特有のがんを早期予防検診受診で女性特有のがんを早期予防
　この機会に自分のカラダをチェックしましょう。
市では乳がん検診（30歳～）、子宮頸がん検診（20
歳～）を実施中です。受診を希望される方は、受診
券等を送付しますので下記までお申し込みください。

「まちなか保健室」「まちなか保健室」
健康栄養講座 田町館健康栄養講座 田町館

【とき】10月 28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」
【内容】インフルエンザ予防のための食事
【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

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
◆ハロウィンパーティ◆◆ハロウィンパーティ◆

　親子で楽しめる楽器の演奏や読み聞かせ、ハロ
ウィンファッションショーを開催します。
【とき】10月 28日（日）午後 1時～ 2時 30分
【ところ】市立図書館　2階会議室
※ファッションショーは当日の受付で、
　どなたでも参加できます。

◆読んだ本を絵で紹介しよう◆
　カウンターで画用紙を受け取り、読んだ本の感想
を絵で表現しましょう。年齢は問いません。作品は展
示後、返却します。（希望者にはラミネート加工します）
【受付期間】10月 26日（金）～ 11月 25日（日）
【定員】真岡 20 人、二宮 10 人
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
　二宮図書館 ☎ 74-0286

時 30分

う◆う◆

筋力トレーニング教室（男性・女性）筋力トレーニング教室（男性・女性）
【とき】11月 19日、26日（各月曜日、全 2回）
　午後 7時～ 8時 30分　
【ところ】総合体育館 トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般男女 先着 10 人
【申し込み】現在受付中。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

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・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

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロンサロン《11月》《11月》
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 火～金（月・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）

7、14、21、28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）
（1、8、14、15、21日午後、22日休）
午前9時～正午、午後1時～3時

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
13 日（火）午前10時45分～ リズムであそぼう
20日（火）午前11時15分～ こっこ　身体計測
28日（水）午前10時45分～ こっこ　お誕生会

【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

 6 日（火）

午前10時45分～

子育て健康相談
（保健師・歯科衛生士）

7日（水） ぴよぴよ　お誕生会
13日（火） 子育て健康相談（栄養士）

15日（木） 育児講座あいあい
「ママのおひざでリズム体操」

【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
2日、9日、16日
（各金曜日） 午前 11時～ 体育あそび

5日（月） 午前 11時～ リズムあそび
20日（火） 午前 11時～ 栄養士の先生とホットなひととき
29 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

第第113回3回大久保ふれあい交流会大久保ふれあい交流会
【とき】10月 27日（土）午前 10時～午後 1時
【ところ】自然ふれあい園 “大久保 ”
　※雨天時11:00～芋煮会のみ実施（市公民館西分館）
【内容】芋掘り、芋煮会、
　ネイチャーゲーム、綿摘み
　体験など　 【参加料】無料
【持ち物】おわん、箸、軍手
【主催】もおか環境パートナー
　シップ会議
【問い合わせ】環境課環境計画係☎83-8241 FAX83-5896

芳賀郡市医師会市民公開講座芳賀郡市医師会市民公開講座
「高血圧について」「高血圧について」

　高血圧が原因の病気の話を聞いて、生活習慣を改
善し、健康な毎日を過ごしましょう。
【とき】11月18日（日）午後1時～3時（30分前受付）
【ところ】市公民館  第 3・4会議室　【参加料】無料
【講師】自治医科大学　循環器内科学　教授　星出 聡 氏
【申し込み】下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】芳賀郡市医師会 ☎82-3185
　健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946 FAX83-8619

市民市民
講座講座

ハーブで素敵においしく
アンチエイジング

ヒアルロン酸たっぷり手作りアロマ美容クリーム作りヒアルロン酸たっぷり手作りアロマ美容クリーム作り
【とき】11月 18日（日）　午前 10時～正午
【対象】市内在住または在勤で成人の方　30人
【受講料】1,500 円
リンゴのチャツネ・ハーブスパイスオイル・醤油麹作り実習リンゴのチャツネ・ハーブスパイスオイル・醤油麹作り実習
【とき】12月 1日（土）　午前 10時～正午
【対象】市内在住または在勤で成人の方　32人
【受講料】1,500 円（スパイスオイル瓶、麹100g付き）

共通事項共通事項
【ところ】市公民館
【申し込み】11 月 2 日（金）までに下記窓口、電
　話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
※お好きな講座をお選びください。（両日受講可）
※オリジナルブレンドのハーブティーが付きます。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

市民市民
講座講座

麺づくり講座麺づくり講座
～いろいろな麺を作ってみよう～

　蕎麦、うどん、ラーメンの手打ち麺を作ります。
【とき】11月 25日、12月 2日、1月 6日
 　午前 9時～正午（各日曜日、全 3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  15人（定員超抽選）
【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、
　打った麺を持ち帰る容器（タッパー等）　打った麺を持ち帰る容器（タッパー等）
【受講料】2,200 円（3回分）【受講料】2,200 円（3回分）
【申込期限】10月27日（土）までに下記窓口、電話【申込期限】10月27日（土）までに下記窓口、電話
　受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　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）

日

抽 ）抽 ）

乳幼児健康診査《11月》乳幼児健康診査《11月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 15日（木） H30年 6月 20日～H30年7月12日生

9カ月児健診 8日（木） H29年 12月 27日～H30年1月26日生

1歳 6カ月児健診 9日（金） H29年 4月 5日～Ｈ29年5月2日生

3歳児健診 13日（火） H27年 10月 30日～H27年11月21日生
2歳児歯科検診 26日（月） H28年 11月生

4歳児歯科検診

5日（月） 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。

7日（水）
19日（月）
27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。

11 月の「マタニティ・子育て相談会」11 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】14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

みんなのひろば

●全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
【とき】11/12（月）～ 11/18（日）8:30 ～ 19:00（土
曜・日曜は 10:00 ～ 17:00）【実施機関】宇都宮地方
法務局 栃木県人権擁護委員連合会☎ 0570-070-810

● 10 月はピンクリボン月間です
　「3Dマンモグラフィ検診」が体験できます。この機
会に乳がん検診を受けてみませんか？
【とき】11/24（土）【ところ】総合福祉保健センター
【募集人数】15人（要予約）【検査料金】2,000 円（税
別）【申し込み・問い合わせ】医療法人宇都宮セントラ
ルクリニック ☎ 028-657-7302（問い合わせ時、真
岡新聞を見て、とお伝えください）

野生のサル出没にご注意ください！野生のサル出没にご注意ください！
◆市内で野生のサルが目撃される回数が増えていま
す。サルを見かけた場合は、決して近づかず、で
きるだけ建物や自動車などの内部に避難し、警察
または市役所に通報してください。

◆えさなどは、決して与えないでください。
※お子さまの行動には特に注意が必要です。
　近づかないようご家庭でも十分注意する
　ようご指導をお願いします。
【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX 83-6208

。
。

  さいかつボール教室さいかつボール教室
【とき】11月 17（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
【申し込み】10月24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

第 2 回 みんなで楽しむ第 2 回 みんなで楽しむ


