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   1 月 1月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ

  9日（水）
午前10時～11時 青年女性会館

19日（土）
【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

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロンサロン《1月》《1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（1・2・3日、祝日除く）午前9時～午後5時

第二子育て支援センター 月～金（1・2・3日、土・日・祝日除く）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）

9・16・23・30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（1・2・3・23日、土・
日・祝日除く）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
17 日（木）

午前10時45分～

親子でたのしくふれあいあそび

24日（木） あいあい講座 親子で楽しく
ストレッチ＆リズム体操

30日（水） 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

  9 日（水） 午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会

【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
11・18・25日（金） 午前 11時～ 体育あそび
24日（木） 午前10時30分～ ベビーマッサージをしよう
31日（木） 午前 11時～  リズム遊び

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】平成31年1月10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10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】12月21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】平成 31年 1月19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】12月21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

～～

「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

駅前館駅前館
健康講座「糖尿病予防」

【とき】12月19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駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 10人　
【講師】保健師、栄養士
【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
健康講座「糖尿病予防」

【とき】12月 21日（金）午前 10時～ 11時
【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、栄養士
健康栄養講座「血糖値を上げないお正月料理」
【とき】12月 23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

宝くじの助成で宝くじの助成で
地域活動がますます盛んに！地域活動がますます盛んに！
　宝くじの収益金は、学校や図書館な
どの教育施設の整備をはじめ、道路や
橋りょう、公園、社会福祉施設等の建
設・改修など、皆さまの日常生活に役
立てるために使われています。
　今年度も、宝くじの普及広報活動の一環として、（一
財）自治総合センターのコミュニティ助成事業により、
宝くじの助成金で購入した備品が、真岡地区の地域
公民館17カ所に配備されました。各地区でのコミュ
ニティ活動のますますの活性化が期待されます。
【問い合わせ】真岡市地域公民館連絡協議会
　☎ 82-7151  FAX83-4070

健診を受けていない方もまだ間に合います健診を受けていない方もまだ間に合います
生活習慣病健診生活習慣病健診をを追加実施追加実施
　追加健診を実施しますので、まだ健診がお済みで
ない方は、ぜひこの機会に受診してください。
※人間ドッグを受診した方は除きます。
【受付】午前 8時～ 10時【定員】各日先着 250人

  日　程  日　程 実施会場実施会場
1月22日（火）、23日（水）総合福祉保健センター
1月24日（木） 二宮コミュニティセンター

検診の内容 対象（市内在住の方） 費用
特定健診
（心電図・血液・
医師の診察など）

40歳以上の方
（国民健康保険
加入者）

無料
（国民健康保険
加入者のみ）

胃がん検診
40歳以上の方

400円
肺がん検診

100円大腸がん検診
前立腺がん検診 50歳以上の男性
【申し込み】1月15日（火）までに下記電話、FAX、メー
ル、または集団健診予約サイト（https://kenshin-
yoyaku-tochigi-health1.kras.jp/）にて受付

【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

利用しよう！女性がんクーポン券利用しよう！女性がんクーポン券
　次の年齢の方は、クーポン券の利用で年度内 1回
に限り、市で実施している女性がん検診（子宮がん・
乳がん）の自己負担金が無料になります。
　対象者の方には、5月末に無料クーポン券をお送
りしました。1、2月には混雑が予想されますので、
早めの予約・受診をお願いします。

対象となる生年月日 年齢
子宮がん 平成9年4月2日～平成10年4月1日 21歳
乳がん 昭和52年4月2日～昭和53年4月1日 41歳

【実施期限】平成 31年 2月 28日（木）まで
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX83-8619

1 月の女性がん集団検診1月の女性がん集団検診
　市で行う健診は、年度内1回の受診となります。新
規の方は申し込みが必要です。検診を受けてがんを予
防しましょう。　【受付】午後 1時～ 1時 45分

  日程  日程 実施会場実施会場
15 日（火） 二宮コミュニティセンター

※ 23日（水）は定員となりました。
※詳細は、下記までお問い合わせください。

乳幼児健康診査《1 月》乳幼児健康診査《1 月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 10日（木） H30年 8月 8日～H30年9月4日生

9カ月児健診
11日（金） H30年 2月 21日～H30年3月15日生

25日（金） H30年 3月 16日～H30年4月14日生

1歳 6カ月児健診 18日（金） H29年 5月 27日～Ｈ29年6月20日生

3歳児健診 15日（火） H27年 12月 15日～H28年1月6日生
2歳児歯科検診 28日（月） H29年 1月生

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
【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。

1 月の「マタニティ・子育て相談会」1 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】9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 FAX82-2340

真岡自然観察会・真岡の自然を守る会真岡自然観察会・真岡の自然を守る会

五行川遊水地の冬鳥観察五行川遊水地の冬鳥観察
　大和田工業団地南部の遊水地や五行川には北国から
越冬のためにやってきた水鳥たちがたくさん見られま
す。みんなで観察しに行きましょう。※小雨中止
【とき】12月 15日（土）午前 9時 30分～正午　
【ところ】大和田工業団地南部の遊水地・付近の五行川
　（二宮コミュニティセンター駐車場集合）
【参加料】無料
【持ち物等】自然観察に適した服装、履物、帽子、　
　防寒具、あれば双眼鏡、望遠鏡　
※双眼鏡等は事務局で貸出します（個数に限りあり）
【申し込み】不要、当日時間までにお越しください。
【問い合わせ】真岡自然観察会事務局　中村和彦　
　☎ 82-6285（FAX兼） 

《1月》 《1月》 ～～献血にご協力を～献血にご協力を～
と　き と　こ　ろ

11日（金）12:30 ～ 17:30 真岡市役所
（庁舎東側駐車場）

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

プレミアム付き商品券のご利用はお済みですかプレミアム付き商品券のご利用はお済みですか
使用期限使用期限はは12/3112/31（月）（月）までまで
　「わたのみ商品券」と「にのみやプレミアム商品券」
は、1月以降使用できなくなりますので、お早めに
地元商店街でお買い物にご利用ください。

【問い合わせ】
　真岡商工会議所☎ 82-3305 FAX82-7967
　にのみや商工会☎ 74-0324 FAX74-2737

★★ クリスマスお楽しみブック クリスマスお楽しみブック ★★ 
　クリスマスにおすすめの本をラッピングして貸し
出します。どんな本が包まれているかはお楽しみ！
【とき】12月15日（土）～24日（月・祝）
【ところ】二宮図書館
※子ども向け、大人向けそれぞれ冊数制限が
　あります。（申し込み不要）
【問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286

第 61 回こらぼ茶話第 61 回こらぼ茶話
しもつかれしもつかれをを作ってみよう作ってみよう

【とき】平成31年1月13日（日）午前10時～午後1時
【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
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、タオル
【参加料】500円（材料代）
【申し込み】下記の窓口、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）

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

　久保貞次郎が支援した作家たちの
作品を展示しています。ぜひご覧ください。
【とき】平成 31年 2月 11日（月）まで
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【休館日】毎週火曜日、年末年始（12/29 ～ 1/3）
久保記念館 2階　久保資料室のご案内久保記念館 2階　久保資料室のご案内

　久保貞次郎資料室をリニューアルしました。久保
が推進した小コレクター運動について、貴重な資料と
ともに紹介しています。企画展と併せてご覧ください。
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）

入場料
無料


