
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対象となる生年月日 年齢年齢
子宮がん子宮がん 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】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

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/

利用しましょう！利用しましょう！
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　次の年齢の方は、クーポンの利用で 1回に限り、
市で実施する大腸がん検診の自己負担が無料になり
ます。対象者には無料クーポンをお送りしましたの
で、無料で受けられるこの機会に、ぜひお申し込み
ください。
【対象者】クーポン対象者のみ
　昭和 52年 4月 2日～昭和 53年 4月 1日生
【受診方法】
　2日分の便を採って、下記へ提出するだけの簡単な調
査です。検査容器をお送りしますので、下記へ申し込み
ください。

大腸がん検体提出日大腸がん検体提出日
1月  21 日、22日、23日
2月  4 日、12日

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

冬 も 元 気 に！冬 も 元 気 に！
わんぱく親子スポーツ教室わんぱく親子スポーツ教室  

【とき】1月 19日（土）午前9時～正午
【対象】市内の小学生と保護者 先着 15組（30人）

  さいかつボール教室さいかつボール教室
【とき】1月 19日（土）
　午後 1時 30分～ 3時 30分
【対象】市内の小学4年生以上の方

共 通 事 項共 通 事 項
【ところ】総合体育館　
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、
　タオル、 飲み物　
【参加料】無料
【申し込み】下記電話、FAX、Eメールにて現在受付中
【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 ﾙは、住所・氏名・電話番号・学年・性別を明記

第 3 回 みんなで楽しむ第 3 回 みんなで楽しむ

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

第27回にのみや第27回にのみや「たこあげ大会」「たこあげ大会」
【とき】1月 20日（日）午前 10時から
　※荒天時 1月 27日（日）に延期
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園（砂ヶ原橋南左岸側）
【内容】
　◆手作りのたこあげ（子ども部門、一般部門）
　◆アイデアデザイン審査・あがり具合審査各賞あり
　◆アトラクション ゲスト赤城凧の会による大凧あげ
【対象】《子ども部門》幼児から小学生
　　　 《一般部門》中学生以上
【参加資格】手作りの凧であれば
　どなたでも参加可　【参加費】無料
【申し込み】1月11日（金）までに下記電話にて受付
【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎ 74-0107  FAX 74-0187（日曜・月曜・祝日休）

認知症カフェ認知症カフェ
すこやかカフェすこやかカフェ

【とき】1月 23日（水）　午後 2時～ 3時
【ところ】ＪＡはが野デイサービスセンター 
　すこやか二宮（久下田 1603-1）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症の方への対応、相談【参加料】無料
【申し込み】ＪＡはが野デイサービスセンターすこやか
　二宮（☎ 73-1022）にて電話受付
【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

1 月に 70 歳を迎える方へ1 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　1月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和24年1月31日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または二宮支所 福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）に 1回のみです。
　1月に申請された方への温泉券の交付枚数は、
　3枚（3カ月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

方）　

「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
健康栄養講座

「集中力アップ！受験生のためのバランス食」
【とき】1月 13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駅前館」
【対象】市内在住の方 先着 15人　【講師】栄養士
健康講座「高コレステロールを防ぐ」

【とき】1月16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「高コレステロールを防ぐ」

【とき】1月 25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
【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

プラネタリウム一般公開プラネタリウム一般公開　　
【とき】1月 12日、19日、26日（土）
　①午前11時～ ②午後1時30分～（途中入場不可）
【内容】当日の星座解説、番組「さいごの恐竜ティラン」
　（投影時間約 50分）
【観覧料】高校生以上 200円、4歳～中学生 100円、
　3歳以下無料　※開始30分前から観覧券販売
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

　

み ん な の ひ ろ ば
●真岡共同高等産業技術学校 平成31年度入校生募集
　建設に関する技術修得・向上を目指して訓練を行います。
新卒者や働いている方、男女・経験問わず入校生募集中。
《木造建築科》【定員】10人【訓練期間】3年【入校資格】
義務教育修了以上、年齢制限なし【授業内容】建築の
基礎知識、大工技能実習など
《建設設計課》【定員】10人【訓練期間】2年【入校資格】
高校卒業以上、年齢制限なし【授業内容】建築の基礎
知識、住宅の設計製図演習など
【募集期間】3月まで【入校】平成 31年 4月【入学金】
10,000 円【授業料】年額 60,000 円【授業日】毎週土
曜午後 1時～ 6時 30 分【申し込み・問い合わせ】真岡
共同高等産業技術学校 ☎83-3201 FAX83-3850

市民市民
講座講座             

【とき】1月 19日（土）午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住・在勤で成人の方  先着 65人【対象】市内在住・在勤で成人の方  先着 65人
【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾
【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）
【申し込み】【申し込み】1月 5日（土）午前8時30分から1月 5日（土）午前8時30分から電話受付話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704  FAX 83-6147（日曜・月曜・祝日休）

プロ直伝
みそづくり講座

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者参加者募集募集

【とき】1月 18日（金）
　午後 6時 30分～ 8時（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【講師】アルパ（ハープ）奏者　中山 友里子 氏
【内容】パラグアイ伝統の魅力～アルパ＆ニャンドゥティ～
【定員】300人　【参加料】無料
　（下記窓口で事前に整理券を配布しています）
【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

♪♪ ♪♪
♪♪

バスで行くスキー教室バスで行くスキー教室 
【とき】2月 3日（日）
　午前 5時 15分 総合体育館前集合
【ところ】会津高原たかつえスキー場
　（福島県南会津町）
【対象】市内在住または勤務の方  先着 35人
　※小学生以下は保護者同伴
　（講習会は小学生以上、未就学児はそり遊び）　
【参加料】小学生以上 2,000 円、幼児 500円
　（保険代含む、リフト代別）
【申し込み】1月 20日（日）までに現金を添えて
　イリエスポーツへ直接申し込みください。（電話不可）
　1月 21日（月）以降のキャンセルは、キャンセル
料 50％がかかります。
※講習会だけではなく、フリー滑走やそり遊びもで
きます。ただし、スノーボードは不可。

【主催】真岡スキー連盟
【申し込み】イリエスポーツ（台町） ☎ 82-2786
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811

SL キューロク館SL キューロク館
《1 月》イベント《1 月》イベント予定

◆ 新春汽笛体験 ◆◆ 新春汽笛体験 ◆
　あなたの夢をD51の汽笛に込めて鳴らしませんか。
参加者にはD51ペーパークラフトをプレゼント！
【とき】1月 5日（土）午前 10時～（当日申込）
【料金】汽笛 1回 200 円
【その他アトラクション】キューロク車掌車連結運転

◆ 新春福引大会 ◆◆ 新春福引大会 ◆
【とき】1月13日（日）午前10時～（なくなり次第終了）
【料金】1回 500 円
【その他アトラクション】D51助手席体験、D51と
　キューロクの同時走行、キューロク車掌車連結運転
【問い合わせ】
　SLキューロク館 ☎ 83-9600 （FAX兼）

Happy berry project 真岡×南相馬Happy berry project 真岡×南相馬
活動発表会開催活動発表会開催
「「高高

わたしたちわたしたち

校生校生」にできること」にできること
～～福島県南相馬市を訪れ、地域（真岡市）を見つめる福島県南相馬市を訪れ、地域（真岡市）を見つめる～～
　市内の高校生が被災地を訪問し、その現状を知る
ことで、地元に目を向け、福祉活動の推進を図るこ
とを目的に活動をしてきました。
　今回は、今まで行ってきた活動内容をみんなで発
表します。
【とき】1月 16日（水）
　午後 2時 30分～ 3時 30分
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【定員】300人 　【入場料】無料
【問い合わせ】
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844 FAX 82-5516


