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根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
 身近な外来種を観察しよう身近な外来種を観察しよう
in 鬼怒水辺観察センターin 鬼怒水辺観察センター

春の水辺で身近な外来の植物や水生生物を観
察します。　※雨天中止
【とき】4月 20日（土）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】鬼怒水辺観察センター　
【対象】どなたでも参加できます　先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　
【持ち物等】動きやすい服装、長靴、たも網、バケ
ツまたは水槽、タオル、帽子　

【参加料】無料
【申し込み】4月 6日（土）から右記にて受付

 丸太切り体験丸太切り体験
根本山で間伐したコナラやクヌギの丸太をノコ

ギリで切ってみよう。
【とき】4月 27日（土）～ 5月 2日（木・祝）
　午前 9時～午後 4時（随時受付）　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます　定員なし
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【参加料】無料　
※ノコギリはこちらで用意します。
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター 
　☎ 83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

第 58 回民謡発表会第 58 回民謡発表会
代々歌い継がれてきた“日本のこころ”に触

れてみませんか。
【とき】4月 13日（土）
　午前 10時開演（開場：午前 9時 30分）
【ところ】市民“いちご”ホール 　大ホール
【入場料】無料　【主催】真岡民謡連合会
【問い合わせ】文化課　☎83-7731 FAX83-4070

市民市民
講座講座 はじめての英会話はじめての英会話
初心者大歓迎です。ぜひご参加ください。

【とき】5/16、5/23、5/30、6/6、6/13、
6/20、6/27、7/4（各木曜日、全 8 回）
　午後 1時 30分～ 2時 30分
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住・在勤の方　先着 30人　
【受講料】無料　【持ち物】筆記用具
【申し込み】4月 9日（火）から下記窓口、電話、
　FAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日曜・月曜・祝日休）

2 0 1 9 年度2 0 1 9 年度  真岡市立図書館真岡市立図書館

ボランティア募集説明会ボランティア募集説明会 
図書館ボランティアの概要説明と登録受付をします。

【とき】4月7日（日）午後2時～3時
【ところ】真岡市立図書館　2階会議室
【対象】高校生以上の方
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

みんなのひろば
● 2019 年国民生活基礎調査の実施について
　本年は、県内 100 地区を対象として 6月と 7
月の 2回にわたり実施します。4月中旬以降、栃
木県知事の発行する身分証を携帯した調査員が、
対象地区のお宅に直接、調査のお願いに伺います。
電話等で調査内容をお聞きすることはありません。
なお、調査地区は本市の一部になります。詳しくは、
県ホームページまたは県健康増進課へお問い合わ
せください。
【問い合わせ】 県健康増進課 ☎ 028-623-3094

いきいき脳げんき教室いきいき脳げんき教室
脳トレゲームや脳トレ体操のほか、栄養講話
や歯科衛生士によるお口の体操も実施します。
　教室の講師は「いちごテレビ わくわく体操」
でおなじみの日本健康財団 健康運動指導士です。
【とき】 5月 9日（木）開始（毎週木曜日、全12回）
　午前 9時 30分～ 11時 30分　
【ところ】大内分館（中村分館でも 9月に実施予定）
【対象】市内在住の 65歳以上で、認知症予防に
　取り組みたい方　先着 20人
【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 FAX83-6335

平成 31 年度平成 31 年度　人間ドック・脳ドック人間ドック・脳ドックのの料金料金をを助成助成
◆国民健康保険加入者◆
受診日に、満 35歳以上 75歳未満の方で、国民健康保険税を完納していること
　※平成31年度に特定健診を受ける方は人間ドックの助成は受けられません。（脳ドックのみは可）
　※助成を受けられるのは、平成 31年度で１回のみとなります。
◆後期高齢者医療制度加入者◆
受診日に、満 75歳以上の方（ただし、満 65歳以上で障害認定を受けた方も含む）で、
後期高齢者医療保険料を完納していること
　※平成31年度に健康診査を受ける方は人間ドックの助成は受けられません。（脳ドックのみは可）
　※国民健康保険等で特定健診の受診をされた方または人間ドックの助成を受けた方は、同一年度
　　に後期高齢者医療での助成は受けられません。
【申込手順】①検診機関に直接申し込み→②予約した受診日・検診内容等を国保年金課または二宮支
所へ連絡→③後日送付される受診券とお持ちの被保険者証を持参のうえ、検診機関で受診
　※検診機関の窓口では、個人負担額（検査料金から市の助成金を除いた額）をお支払いください。
なお個人負担額については、消費税率改正の予定があるため、平成 31 年 10 月以降に受診する場

　合は変更となることがありますのでご注意ください。
　　市の助成金は受診費用（税抜きの 2分の 1）の上限 2万円
【ご注意】人間ドックを受診する40歳以上の方は、検診結果を市に通知することで特定健診または健
康診査を受診したことになりますので、対応可能な検診機関（表の青色・黄色部分）で受診される際
は受診券の同意欄に署名・押印をお願いします。同意いただけない場合は、助成の対象外になりま
すのでご注意ください。

■■特定健診・健康診査対応可      

真岡市外
医 療 機 関 コース 個人負担額 TEL

社会医療法人
中山会
宇都宮記念病院

人間ドック（日帰り）22,040 円

028-625
-7831

人間ドック（1泊2日）45,880 円
人間（日帰り）＋脳ﾄﾞｯｸ 50,200 円
人間（1泊2日）＋脳ﾄﾞｯｸ 75,040 円
脳ドック 23,200 円

宇都宮
セントラルク
リニック ※ 1

人間ドック（一般）22,040 円
028-657
-7302

人間ドック（総合）55,600 円
人間ドック（スーパー）88,000 円
脳ドック 23,200 円

宇都宮東病院

人間ドック（一般）22,040 円
028-683
-5771

人間ﾄ ｯ゙ｸ（ふるさとｻﾎ゚ ｰﾄ) 22,040 円
人間＋脳ドック 46,960 円
脳ドック 20,300 円

うつのみや病院
（旧宇都宮社会
保険病院）

人間ドック（日帰り）22,620 円
028-688
-5522人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日男性）42,640 円

人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日女性）45,880 円

※ 1 宇都宮セントラルクリニックの人間ドック
■一般：基本項目のみ 
■総合： 基本項目+胸部CT+脳MRI・心臓MRI 
■スーパー：基本項目＋脳MRI＋心臓MRI＋胸部CT
※ 2 鷲谷病院の人間ドック
■総合（脳）：基本項目＋脳MRI ＋胸部CT
■総合（膵臓）：基本項目＋膵臓MRI ＋胸部CT
■総合（心臓）：基本項目＋心臓CT＋胸部CT■■健康診査のみ対応可      

真岡市内
医 療 機 関 コース 個人負担額 TEL
金子医院 人間ドック 21,500 円 83-2818
高橋内科ｸﾘﾆｯｸ 人間ドック 20,500 円 84-7580

芳賀赤十字
病院

人間ドック（日帰り）28,600 円
82-2195人間＋脳ﾄﾞｯｸ（日帰り）50,200 円

脳ドック 13,920 円

福田記念病院
人間ドック 21,460 円

84-7765人間＋脳ドック 41,560 円
脳ドック 14,500 円

真岡西部ｸﾘﾆｯｸ 人間ドック 17,400 円 82-2222

真岡病院
人間ドック 22,600 円

84-6311人間＋脳ドック 40,000 円
脳ドック 17,200 円

真岡脳神経
クリニック

脳ドック（A） 18,880 円
81-0070脳ドック（B） 10,800 円

脳ドック（C） 10,800 円

真岡市外
医 療 機 関 コース 個人負担額 TEL
栃木県保健
衛生事業団 人間ドック 22,264 円

028-623
-8282

済生会
宇都宮病院

人間ドック（1泊2日）45,880 円

028-626
-5565

人間ドック（日帰り男性）23,200 円
人間ドック（日帰り女性）26,440 円
人間（1泊2日）＋脳ﾄﾞｯｸ 78,280 円
人間（日帰り男性）＋脳ﾄ゙ ｯｸ 55,600 円
人間（日帰り女性）＋脳ﾄ゙ ｯｸ 58,840 円
脳ドック 34,000 円

自治医科大学
健診センター 人間ドック 34,140 円

0285-44
-2100

鷲谷病院※2
（宇都宮市）

人間ドック（一般）22,620 円

028-648
-0484

人間ドック（総合 脳） 46,960 円
人間ドック（総合 膵臓）46,960 円
人間ドック（総合 心臓）39,400 円
脳ドック 20,880 円

さくらがわ地域
医療センター
（茨城県桜川市）

スタンダード 20,880 円
0296-54
-5100

プレミアム 42,640 円
レディーススタンダード 22,620 円
レディースプレミアム 54,520 円

獨協医科大学
病院

人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日男性）46,960 円

0282-87
-2216

人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日女性）56,000 円
人間＋脳ｵﾌﾟｼｮﾝ検査
（1泊 2日男性） 76,120 円

人間＋脳ｵﾌﾟｼｮﾝ検査
（1泊 2日女性） 85,160 円

脳ドック 23,200 円

【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係　☎ 83-8123 FAX 83-6205
　国保年金課高齢者医療係　☎ 83-8593 FAX 83-6205　二宮支所　☎ 74-5004 FAX 74-1250

市民市民
講座講座 ロザフィで小物作り
　紙のバラ飾り（ロザフィ）で小物を彩ります。
【とき】5月 10日、17日（各金曜日、全 2回）
　午前 10時～正午　【ところ】市公民館
【対象】市内在住・在勤の方　先着10人
【受講料】2,800 円（材料費）
【持ち物】細かい作業のため必要な方は拡大鏡など
【申し込み】4月 19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）
【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）

4月 23日（火）は終日4月 23日（火）は終日
マイナンバーマイナンバーをを使っ使ったた証明書証明書のの
コンビニ交付が停止しますコンビニ交付が停止します

【問い合わせ】 市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514 


