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みんなのひろば
●消費税軽減税率制度説明会
【とき】8月 27日（火）、28日（水）、29日（木）
① 13:00 ～ 14:30 ② 15:00 ～ 16:30【ところ】
真岡税務署 1階会議室【内容】消費税の軽減税率
制度の概要、適格請求書等保存方式の概要、軽減
税率制度対策補助金、キャッシュレス・消費者還
元事業など【対象】事業者の方ならどなたでも参
加できます【その他】参加無料、予約不要（先着順）
公共交通機関をご利用ください。 【問い合わせ】
真岡税務署 法人課税部門☎ 82-2115 自動音声②
●毎月勤労統計調査特別調査にご協力ください
　厚生労働省が実施するこの調査は、小規模事業
所の賃金や労働時間、雇用の実態について、全国
および都道府県別に明らかにする大切な調査です。
【対象】常用雇用労働者が 1～ 4人の事業所（7月
31日現在）【調査方法等】対象となる事業所には、
8～ 9 月に統計調査員が訪問します。調査票は、
「統計法」に基づき厳しく秘密が守られます。また、
統計以外の目的には一切使用されません。
総合政策課統計係☎ 83-8109

女性がん（子宮・乳がん）施設検診女性がん（子宮・乳がん）施設検診
　がん検診を受けたことがない方は、この機会
にぜひ受診ください。受診券をお持ちの方はお
早目に。新たに施設検診を希望する方は、下記
申し込み先へ連絡ください。
【実施期間】令和2年2月29日（土）まで※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸部がん検査のみ 800円

30歳以上

子宮頸部がん
および体部がん検診

（体部がん検診は医師が必
要と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部がん
のみは
800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上で
ﾏﾝﾓｸ゙ ﾗﾌｨを希
望しない方

40歳～49歳 視触診
マンモグラフィ（2方向） 600円

50歳以上 視触診
マンモグラフィ（1方向） 500円

【対象医療機関】

子
宮
が
ん
検
診

医療機関 【★は要予約】 電話番号電話番号
岡田・小松崎クリニック 84-1941
小菅クリニック　 ★ 84-3511
柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院
月～金曜日の午前 11時までに受付  82-2195

ひがのクリニック　 ★ 74-0051
西真岡ｱｸｾﾌﾟﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾘﾆｯｸ ★ 80-1000

乳
が
ん
検
診

医療機関 【★は要予約】 検査内容 電話番号
金子医院 ★ ①・② 83-2818
亀山クリニック ★ ①・② 83-3212
鬼怒ヶ丘クリニック ★ ①・② 84-1124
小菅胃腸外科クリニック ★ ① 83-8611
高野医院 ★ ① 82-3162
芳賀赤十字病院
社会課で予約 ★ ② 82-2195
福田記念病院 ★ ① 84-1171
ふじた外科内科クリニック ★ ①・② 80-2877
柳田外科肛門科医院 ① 82-5525
芳賀中央クリニック ① 028-677-5581

※検査内容：①※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

市民市民
講座講座 中級英会話講座

【とき】9月 6日～ 3月 6日までの各金曜日
　（月 2回、全 13回）午後 7時～ 9時
【対象】市内在住・勤務の方  先着 40人
【持ち物】筆記用具
【受講料】約 2,500 円（テキスト代）

市民市民
講座講座 初級の英会話（初心者歓迎）

【とき】9月 5日、12日、19日、26日、10月 3日、
10日、17日、24日、31日、11月 7日
（各木曜日、全10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・勤務の方 先着 30人
【受講料】無料　【持ち物】筆記用具
【申し込み】8月 13 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 ウエルカフェウエルカフェ
　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 26日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】ウエルシア真岡高間木店
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症相談　【参加料】無料
【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

市民市民
講座講座 ハーブとポプリを楽しむ講座

【とき】9月 19日、10月 17日、11月 21日
　（各木曜日、全 3回）午前 10時～正午
【対象】市内在住・勤務の方 20 人（定員超抽選）
【持ち物】マイカップ１個
【受講料】2,500 円（材料代）

市民市民
講座講座 表札づくり講座

【とき】9月 4日、18日、10月 16日、30日、
11月 6日、20日、12月 4日、18日

　（各水曜日、全 8回）午後 3時～ 5時
【対象】市内在住・勤務の方 10 人（定員超抽選）【対象】市内在住・勤務の方 10 人（定員超抽選）
【持ち物】筆記用具（彫刻道具は講師が用意します）【持ち物】筆記用具（彫刻道具は講師が用意します）
【受講料】3,500 円（材料代）　【受講料】3,500 円（材料代）　

共通事項共通事項
【ところ】【ところ】市公民館真岡西分館市公民館真岡西分館
【申し込み】8月 17 日（土）までに、下記窓口
または電話・FAXにて受付（8:30 ～ 17:15）

【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎84-6781 FAX84-6936（日曜・月曜・祝日休）

　　自然教育センター　　自然教育センター
活動指導ボランティア活動指導ボランティア
　 研修会「陶芸」 研修会「陶芸」
入所した児童生徒の活動を支援するボラン

ティア指導員を募集しています。指導員養成の
ため研修会を開催しますので、指導をしてみた
い方、興味のある方は、ぜひ参加ください。
【とき】8月 27日（火）午前 9時～ 11時 30分
【ところ】自然教育センター　
【内容】粘土を成形してうつわを作ります。
【対象】小・中学生への陶芸の指導者として平日
の昼間に活動できる成人の方、各自で当セン
ターまでの往復ができる方　10人程度

【参加料】無料【持ち物等】活動しやすい服装、タオル
【申し込み】8月 20 日（火）までに、下記窓口
または電話にて受付（平日 9:00 ～ 17:00）

【申し込み・問い合わせ】自然教育センター
　☎ 83-1277 FAX83-1278

尊徳夏まつり尊徳夏まつり
クリーンボランティア募集クリーンボランティア募集
【とき】9月1日（日）午前5時30分～7時30分
《荒天時順延》2日（月）午前5時30分～7時30分
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園（真岡市砂ケ原）
【対象】どなたでも参加可（小学生以下は保護者同伴）
【申し込み】8月 25日（日）までに下記にて受付
【共催団体】真岡市市民活動推進センター
　真岡市ボランティア連絡協議会
【後援】尊徳夏まつり実行委員会 2019
※軍手・ごみ袋は、実行委員会で用意します。
【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）

【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

ヒップホップ教室ヒップホップ教室
【とき】9月 5日、12日、19日
　（毎週木曜日、全 3回）午後 6時 30分～ 8時
【対象】市内在住 ･勤務の一般男女　先着 30人

共通事項共通事項
【ところ】スポーツ交流館　多目的室①
【持ち物等】運動できる服装、タオル、
　体育館シューズ、 飲み物　【参加料】無料
【申し込み】8 月13日（火）から、下記電話・
FAX・Eメールにて受付（平日9:00～ 17:15）

女性ヨガ教室女性ヨガ教室
　心身のバランスを整えるエクササイズです。
【とき】9月 4日、11日、18日
　（毎週水曜日、全3回）午前10時～11時30分
【対象】市内在住 ･勤務の一般女性　先着 30人

着 人

無料

スキルアップ講座スキルアップ講座
助成金についての助成金についての

 理解促進講座＆相談会 理解促進講座＆相談会
　市民活動団体に対する助成金について、3つ
の助成団体による解説と相談会を実施します。
【とき】8月 25日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】二宮コミュニティセンター
　コラボーレもおかミーティングルーム
【参加費】無料　【主催】コラボーレもおか
【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）

か

真岡市まちかど美術館 市民ギャラリー真岡市まちかど美術館 市民ギャラリー    
ハワイアンキルト展ハワイアンキルト展

【開催期間】8月25日（日）まで （11:00～ 17:00）
【ところ】まちかど美術館 3 階 市民ギャラリー
※駐車場は、真岡信用組合荒町支店
　西側をご利用ください。　
【主催】Ka nani kuiki（赤木）
【問い合わせ】真岡市まちかど美術館
　☎ 080-8736-3984（火曜日休）

77 000000

入場料入場料
無料無料

市民市民
講座講座

料理教室料理教室
～夏野菜で作る万能みそ～～夏野菜で作る万能みそ～

　しし唐や青じそなどの夏野菜で万能みそを作り、
スタミナごはんや肉のみそ焼きなどを調理します。
【とき】9月7日（土）午前9時～午後０時30分
【ところ】市公民館山前分館 調理室
【対象】市内在住・勤務の方　先着 20人
【持ち物】エプロン、三角巾、持ち帰り用のタッパー
【受講料】1,000 円（材料代）
【申し込み】8月 13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】市公民館山前分館
　☎82-2802 FAX83-6146（月曜・日曜・祝日休）

第 25回 全国報徳サミット第 25回 全国報徳サミット
筑西市大会 参加者募集筑西市大会 参加者募集
　二宮尊徳ゆかりの全国 17 市町村が一堂に集
い、報徳仕法を学び、教えを受け継いでいます。
【とき】11月 9日（土）午前 8時集合・出発
　※集合場所（バス発着所）は後日通知します。
【ところ】茨城県筑西市　筑西市立明野公民館
【内容】報徳サミット参加（基調講演、アトラク
ション、報徳学習発表、パネルディスカッショ
ン、大会宣言）、青木堰見学、道の駅グランテ
ラス筑西（尊徳ゆかりの特設展示）見学・休憩

【参加料】1,000円（弁当代）※バス料金等は市が負担
【対象】市内在住の方　先着 40人
【申し込み】8月27日（火）までに、下記窓口にて受付
【申し込み・問い合わせ】文化課文化財係
　☎ 83-7731 FAX83-4070

夏休みダンボールクラフト in 二宮夏休みダンボールクラフト in 二宮
恐竜を作ろう！恐竜を作ろう！

【とき】8月 25日（日）午後 1時 30分～ 3時
【ところ】二宮分館　3階 301 会議室
【対象】小学生以下 先着 15人
　（小学 3年生以下は保護者同伴）
【申し込み】8月 9日（金）午前 9時
　から、下記窓口または電話にて受付
【申し込み・問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286


