
第 30 回第 30 回
真岡市地域公民館芸能発表会真岡市地域公民館芸能発表会
伝統芸能や創作芸能等を地域の皆さんが熱演しま

す。ぜひ応援に来てください。
【とき】1月 27日（日）午前 10時～ 午前 10時～ 
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール　
【入場料】無料　※観覧自由【入場料】無料　※観覧自由
【その他】
　◆とん汁の無料配布（400食）
　◆大内東小学校ブラスバンド部の演奏
　◆芸能発表会終了後、お楽しみ抽選会実施
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

ルル

実施

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/

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

乳がん・子宮がんの施設検診乳がん・子宮がんの施設検診
（医療機関）は受けましたか（医療機関）は受けましたか
　今年度の受診券の期限は、2月 28日（木）まで　今年度の受診券の期限は、2月 28日（木）まで
です。受診券をお持ちの方は早めに受診、または予です。受診券をお持ちの方は早めに受診、または予
約をしてください。新たに施設検診をご希望の方は、約をしてください。新たに施設検診をご希望の方は、
下記までご連絡ください。下記までご連絡ください。
※検診は、年度内 1回限り集団検診か施設検診の※検診は、年度内 1回限り集団検診か施設検診の
　どちらかで受診可能です。　どちらかで受診可能です。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

第 2 回 初心者のための　　第 2 回 初心者のための　　

ZUMBA（ズンバ）教室  
ラテン系の音楽とダンスを融合させて創作されたダ

ンスフィットネスエクササイズ「ZUMBA」を学びます。
【とき】2月 5日、12日、19日（毎週火曜日、全 3回）
　午前 10時～ 11時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①　
【対象】市内在住または通勤の一般女性　先着 20人
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、　
　タオル、飲み物　【参加料】無料
【申し込み】1月16日（水）から電話（平日午前9時～
　午後5時 15分 )または FAX、Eメールで申し込み
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258　
　※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢・性別を明記

 
されたダ

乳幼児健康診査《2月》乳幼児健康診査《2月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 1日（金）H30年 9月 5日～H30年 9月 30日生

9カ月児健診 15日（金）H30年 4月 15日～H30年 5月 10日生

1歳 6カ月児健診 8日（金）H29年 6月 21日～Ｈ 29年 7月 12日生

3歳児健診
5日（火）H28年 1月 7日～H28年 1月 31日生

26日（火）H28年 2月 1日～H28年 2月 14日生
2歳児歯科検診 25日（月） H29年 2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。

2 月の「マタニティ・子育て相談会」2 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】13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

★ 科学の広場 ★★ 科学の広場 ★

つくろう！カラー葉脈標本つくろう！カラー葉脈標本
葉から葉脈を取り出し、色づけをして標本を作ります。

【とき】2月2日（土）午前9時10分～10時 30分
【対象】小・中学生 先着 24組
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
※強いアルカリ薬品、火気を使用するため幼児同伴不可
【持ち物】タオル　【参加費】子ども 1人 100 円
【申し込み】1月 23日（水）～ 25日（金）まで下
　記にて電話受付
※汚れてもよい服装でお越しください。
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

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

第二子育て支援センター 月～金（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）

6・13・20・27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・15・26日午後、
20・28日休み、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
12 日（火）午前10時45分～ リズムであそぼう

14日（木）午前10時30分～ 育児講座あいあい
親子で楽しくクッキング

19日（火）午前11時15分～ こっこ　身体測定
27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

5 日（火） 午前10時～ 子育て健康相談
6日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会
21日（木） 親子で楽しくふれあい遊び

【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
  1 日（金） 午前9時30分～ 豆まき集会

8・15・22日（金） 午前 11時～ 体育あそび
21日（木） 午前10時30分～ ベビーマッサージをしよう
26日（火） 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

   2 月 2 月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ

  6日（水）
午前10時～11時

二宮コミュニティセンター
16日（土） 青年女性会館
【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

平成 31年度平成 31 年度
市内体育施設の使用申請市内体育施設の使用申請
　総合・武道・附属体育館、スポーツ交流館、二宮
体育館、および各運動場の平成 31年 4月からの使
用申請受付を行います。
【受付開始】3月１日（金）から
※体育施設を定期的に使用する団体の登録も受付
ます。（条件有）なお、団体登録の当初受付は、
1月 31 日（木）までに申請してください。

　（申請書は下記申請先に設置）

学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を！学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を！
学校教育に支障のない範囲で、次の施設を貸出しま

す。これらの施設で定期的に活動したい団体は、登録
が必要になりますので、忘れずに手続きしてください。
【利用できる施設（通年利用可）】市内小・中学校の
　体育館・武道館・グラウンド・真岡工業高校ナイ
　ターグラウンド
【登録資格】市内在住・在勤の方が常時 10 名以上
　で、定期的に活動している団体
【申請方法】申請書を使用希望日の前月 15 日まで
　に下記へ提出。25日以降に許可書を発行します。
※平成 30年度の登録団体も 4月から引き続き利用 
　する場合は、再度登録が必要です。
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎84-2811 FAX84-6258
【申請先】総合体育館☎84-2811、二宮体育館☎74-3177

久保記念観光文化交流館　常設企画展久保記念観光文化交流館　常設企画展

久保貞次郎久保貞次郎とと滝川太郎滝川太郎のの贋作展贋作展
　久保貞次郎が若き日に出会った贋作家・滝川太郎
が制作したピカソやシャガールなどの贋作を紹介し
ます。渡辺私塾美術館からの特別出品作品も展示し
ます。ぜひご覧ください。
【会期】3月 4日（月）まで
【時間】午前9時～午後5時（3月以降は午後6時まで）
【ところ】まちかど美術館　【入館料】無料
【休館日】毎週火曜日
※駐車場は真岡信用組合荒町支店西側をご利用ください。
【問い合わせ】まちかど美術館 ☎ 080-8736-3984

水道メーター・水道管の凍結に水道メーター・水道管の凍結に
ご注意ください！ご注意ください！

冬の寒さにより、水道メーターが凍結して壊れて
しまったり、宅内の水道管が破損して漏水してしまっ
たりすることがあります。水道メーターや水道管を
凍結させないために、防寒対策にご協力ください。
①水道メーターボックス内にビニール袋に詰めた
　タオルなどを入れる ( 水道メーター本体は隠れ
　ないようにしてください )
②露出している水道管や蛇口にビニール袋に詰め
　たタオルなどを巻く
③夜間、蛇口から少量の水を出す　等　
　タオルなどが濡れてしまうと、凍結の原因になる
ので、必ずビニール袋に入れてください。ビニール
袋は破れやすいので、随時メーターボックス内を清
潔に管理してください。
※宅内の水道管が凍結で破損した場合は、市指定給
　水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
※水道メーターが凍結で壊れた場合は、水道課庶務
　係まで連絡してください。
【問い合わせ】水道課庶務係☎83-8167 FAX 84-7512

オピママなかよしコンサートオピママなかよしコンサート
　親子で一緒に楽しめる音楽会です。
お気軽にお越しください。
【とき】1月 27日（日）
　午後 1時開場、午後 1時 30分開演
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【内容】
　◆オカリナとピアノ（石塚 正美・石塚 昭子）
　◆オペレッタ「くまどんときつねどん」
　◆ピアノといっしょにみんなで歌おう
【入場料】無料（予約不要）
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

おみやげも
あるよ

　「いなくなってもすぐ帰ってくる」と思っていませ
んか。飼い犬・猫がいなくなったらすぐに、栃木県動
物愛護指導センターに連絡してください。
◆犬には鑑札・注射済票を必ず装着しましょう
◆連絡先を書いた名札やマイクロチップも飼い主を
　探す手がかりになります
【問い合わせ】
　栃木県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458
　環境課環境保全係 ☎ 83-8125 FAX83-5896　

犬・猫が迷子になったら犬・猫が迷子になったら
すぐに連絡を！すぐに連絡を！

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】現在受付中
【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）


