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ヤング健診受診者募集ヤング健診受診者募集
　あなたの健康状態を目に見えるカタチにでき
ます。この機会にぜひ申し込みください。
【受付時間】午前 8時 30分～ 10時 30分

募集日程 実施会場
9 月 4日（水） 二宮コミュニティセンター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
  （昭和55年4月2日～平成2年4月1日生まれ）
健診の種類（内容）健診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 自己負担金自己負担金

①
ヤング特定健診
（身体計測・腹囲・
血圧・尿中塩分
測定・血液検査）

30～ 39歳の
男女 60人 無料

②
子宮頸がん検診
（頸部がん検査） 30～ 39歳の

女性

50人 400 円

乳がん検診
（超音波検査） 50人 200 円

③ 骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性 60人 100 円

※各健診項目について、年度内1回の受診となります。
【申し込み】健診日の2週間前までに下記へ電話・
　FAX・Eメールで受付（骨密度検診は、当日受付）
【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 33 回 真岡市美術展第 33 回 真岡市美術展
“我が家の秘蔵展” “我が家の秘蔵展” 作品募集作品募集
【募集作品】◆絵画（日本画、油彩、版画など）
　◆酒器の作品（形状、時代は問いません）
【募集期限】8月 9日（金）
【展示期間】10月 10日（木）～ 14日（月・祝）
【展示場所】久保記念観光文化交流館 美術品展示館
【対象】応募は市内在住在勤の方に限ります。
※詳細は、下記へ問い合わせください。

【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
 　☎ 83-7731 FAX83-4070

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、食事やお口
の健康についての講話など、盛りだくさんのプロ
グラムで、楽しみながら認知症を予防しましょう。
【とき】 9月 4日（水）開始（毎週水曜日、全12回）
　午前 9時 30分～ 11時 30分　
【ところ】市公民館中村分館【参加料】無料
【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
※今年度、大内分館で受講した方は受けられません。
【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

離乳食教室 離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方
【とき】8月22日（木）午前 10時～ 11時 15分
　（アンケートの記入がありますので、午前 9時
　40分までにお越しください）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 31 年 1・2 月生まれで、離乳食が
始まっているお子さんと保護者　先着 20組

【内容】講話「2回食に向けての進め方」（試食あり）
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】8月 9日（金）午前 9時から下記に
て電話で受付

【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

第 1回 初心者のための第 1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】9月 3日、10日、17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】8月 5日（月）から下記にて、電話、
　FAX、Eメールで受付（9:00 ～ 17:15）
【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・性別を明記

モオカの休日特別版モオカの休日特別版
縫わずに作れる縫わずに作れるピッコロバッグ作りピッコロバッグ作り
　リップクリームや印鑑などを入れるバッグ型
の小物入れを作ります。お子さまでも簡単に作
れるので、ぜひ親子でご参加ください。
【とき】8月 18日（日）午後 1時 30分～ 3時
　（所要時間 30分程度）
【ところ】観光まちづくりセンター
　（久保記念観光文化交流館内）
【定員】10人　【参加料】800円（１つ）
【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

真岡市文化祭ホール部門真岡市文化祭ホール部門
参加者募集参加者募集

とき ホール部門（内容）
10月19日（土）
午前10時開演

ダンスと音楽の祭典
（フラダンス、四つ竹健康おどり他）

10月20日（日）
午前10時開演

民舞吟大会
（民謡・民舞、日本舞踊、吟詠）

【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【申し込み】8月20日（火）までに、下記にて受付
※詳細は、市ホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】 文化課
　☎ 83-7731 FAX83-4070

市民市民
講座講座 ウクレレを楽しもう
　初心者を対象としたウクレレの教室です。
【とき】8/23、8/30、9/6、9/13、9/20、
9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、
11/1、11/8、11/15、11/29、12/6
（各金曜日、全 15回）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】青年女性会館　【受講料】無料
【対象】市内在住・在勤の成人の方　20人
【持ち物】ウクレレ（ない方はご相談ください）
【申し込み】8月 13 日（火）までに、下記にて
本人が電話で受付（8:30 ～ 17:15）

【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）

段ボールで恐竜を作ろう！段ボールで恐竜を作ろう！
　段ボールを使った恐竜の工作と、恐竜に関す
る本のブックトークを行います。
【とき】8月18日（日）午後1時30分～3時30分
【ところ】真岡市立図書館　2階会議室
【対象】小学生以下 先着 30人
　（小学 3年生以下は保護者同伴）
【申し込み】8月 2日（金）午前 9時
　から、下記窓口または電話にて受付
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-61998 月に 70 歳を迎える方へ8 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
　8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8月31日以前に生まれた方）　
【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係、二宮支所
【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。8月に申請された方への温泉券の交付
　枚数は、8枚（8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

バーデdeエクササイズバーデdeエクササイズ 
体験教室参加者募集体験教室参加者募集

　2カ月間でバーデプールレッスンを5回、自由
に選んで参加（19時以降のレッスンもあります）
【募集コース】  9 ～ 10月コース：先着 40人 
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）バーデプール
【対象】30～74歳の市民で運動したいと考えている方
【申し込み】8月 25日（日）までに井頭温泉にて
電話で受付 ※1人につき年1回1コースの参加

【申し込み】真岡井頭温泉
　☎83-8822（10:00～ 21:00 火曜休）
【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 

市民市民
講座講座
  編み物教室
やさしく編めるおしゃれなニット

　ニットベストを作ります。
【とき】9月7日、21日、10月5日、19日、11月2日
　（各土曜日、全 5回）午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方 先着 20人
【受講料】1作品 4,000円前後（材料代）
【持ち物】5号かぎ針、小バサミ
【申し込み】8月 6日（火）から、下記窓口また
は電話にて受付（8:30 ～ 17:15）

【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）

認知症カフェ認知症カフェカフェますとくカフェますとく
　認知症カフェとは、同じ悩みを抱えた方たち
が集まり、ほっとする時間を共有できる場です。
【とき】8月 8日（木）午後 2時～ 3時
【ところ】グループホームますとく（京泉2203-20）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】夏祭り　【参加料】無料
【申し込み】グループホームますとく（☎81-5775）
にて電話で受付

【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 FAX83-6335

JUMP UPもおかプレミアム付商品券JUMP UPもおかプレミアム付商品券
取り扱い店を募集取り扱い店を募集

　地域における消費を喚起するため、「JUMP 
UP もおかプレミアム付商品券」を発行します。
それに伴い、この商品券を使用できる取り扱い
店を募集します。
【応募資格】市内に事業所または店舗を有する事業者
【申込期限】8月 9日（金）まで
※詳細は市ホームページをご確認ください。
【申し込み・問い合わせ】
　《真岡地区》真岡商工会議所　☎ 82-3305
　《二宮地区》にのみや商工会　☎ 74-0324

全国いちごサミット協賛募集全国いちごサミット協賛募集
　2020 年 3 月 14 日、15 日に開催さ
れる「全国いちごサミット in もおか
2020」の協賛を募集しています。
協賛協賛
コースコース

個人サポーター 1口：10,000 円～
法人スポンサー 1口：100,000 円～

　※物品提供の協賛は相談ください。
【協賛金の使い道】大会の規模拡大、PR活動、　
　市内装飾など
【協賛方法】協賛申込書を下記へ郵送、FAX、Ｅ
　メールにて送付ください。
　※詳細は公式HPで確認ください。
【宛て先・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
全国いちごサミット in 真岡実行委員会
　（いちごサミット推進室内）☎83-8141 FAX83-6208
　公式HP　http://ichigo-summit-moka.jp/

市民市民
講座講座   陶芸教室
　粘土をこねることから焼成まで、あなた
のオリジナル作品が出来上がるまで指導します。
【とき】9月7日、21日、10月5日、19日、11月2日
（各土曜日、全 5回）午後 2時～ 4時
【ところ】市公民館山前分館
【受講料】4,500 円（材料代）
【対象】市内在住または在勤の方　先着 15人
【持ち物】粘土をこねる板（40x40㎝程度）、粘土を
入れる発泡スチロールの箱（40x40x20㎝程度）

【申し込み】8月 6日（火）から下記にて電話で
　受付（8:30 ～ 17:15）
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎82-2802 FAX83-6146（月曜・日曜・祝日休）


