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認知症家族認知症家族のの介護教室介護教室
　日ごろ、認知症の方を支え、さまざまな症状
に対応しているご家族の方が集い、認知症につ
いて学び、相談し、ほっとできる場を作りました。
9 月 9 日（月）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】市公民館 第 7会議室
【内容】「認知症について学ぼう」、情報交換
【講師】芳賀赤十字病院認知症疾患医療センター
　認知症認定看護師　久保 明子 氏
10 月 9 日（水）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】グループホーム　エフビー木綿の郷
【内容】「グループホームの役割・見学」、情報交換
【講師】グループホーム　エフビー木綿の郷 
　施設長　大田 寿 氏
【対象】認知症の方を介護している市民の方
　※認知症の方ご本人と一緒の参加も可能
【申し込み】下記にて電話で受付【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 FAX 83-6335

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。サ
ポーターとは、何か特別なことをするのではな
く、認知症の人や家族に対する理解者になるこ
とです。認知症は誰でもなる可能性のある病気
です。お気軽にご参加ください。
【とき】9月11日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 1会議室　【受講料】無料
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【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 FAX 83-6335

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 5月末に「大腸がん
検診無料クーポン券」を郵送しました。ぜひこ
の機会に受診しましょう。受診日が決まってい
ますので、電話等で申し込みください。

大腸がん検診無料対象者大腸がん検診無料対象者
昭和 53年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日生

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

スポーツスポーツ
教室教室

　初心者のための　初心者のための
 女性水泳教室 女性水泳教室

【とき】9/19、9/26、10/3、10/10、10/17、10/24
　（毎週木曜日、全 6回） 午後 1時～ 2時 30分
【ところ】フィールドビックスイミングスクール真岡
【対象】市内在住または勤務の一般女性 先着40人
【持ち物等】水着、水泳帽子、ゴーグル、タオル
【申し込み】8月26日（月）から下記にて、電話、FAX、
Eメールで受付（9:00～17:15）【参加料】無料

【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

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】9月12日（木）午前10時～11時 15分
　（アンケート記入のため10分前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】令和元年 6月生まれの乳児
　と保護者 先着 17組
【内容】講話「赤ちゃんとの日常生活・
　産後ママの体のケア」、ベビーマッサージ他
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】8月30日（金）午前9時から電話受付

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～
両親学級のご案内両親学級のご案内

　沐浴体験、妊婦疑似体験などを行います。
【とき】9月14日（土）午前9時30分～11時30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦　先着15組
　（おおむね妊娠28週以降 ）
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】8月30日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

まちなか保健室《9月》まちなか保健室《9月》
ほっとステーション駅前館ほっとステーション駅前館

【申し込み】☎ 080-9990-3998（9:00~16:00）
いきいき脳トレ教室
【とき】4日（水）午前 10時～ 11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「骨粗しょう症の予防食」
【とき】8日（日）午前10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）
健康講座「コレステロール値改善」
【とき】18日（水）午後1時 30分～ 2時 30分
【講師】保健師・栄養士

ほっとステーション田町館ほっとステーション田町館
【申し込み】☎ 080-8096-9918（9:00~16:00）
健康講座「コレステロール値改善」
【とき】4日（水）午後 1時 30分～ 2時 30分
【講師】保健師・栄養士
栄養講話「血圧を下げる食事」
【とき】15日（日）午前 10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）
いきいき脳トレ教室
【とき】18日（水）午前 10時～ 11時
【講師】オレンジサポーター

共　通　事　項共　通　事　項
【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】各まちなか保健室にて電話で受付
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

部）
●放送大学入学生募集のお知らせ
　放送大学では、2019 年 10 月入学生を募集して
います。10代から 90代の幅広い世代、約 9万人の
学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、
さまざまな目的で学んでいます。心理学・福祉・経
済・歴史・文学・情報・自然科学など、約 300科目
の幅広い授業があり、1科目から学ぶことができま
す。資料を無料で配布していますので、お気軽にお
問い合わせください。【出願期間】（第 1回）8/31
（土）まで（第 2回）9/20（金）まで【問い合わせ】
放送大学栃木学習センター☎ 028-632-0572

夏休み かんきょう体験ウィーク夏休み かんきょう体験ウィーク
こどもスペシャルDAYこどもスペシャルDAY
【とき】8月25日（日）午前9時30分～午後4時
【ところ】芳賀地区エコステーション
【内容】目指せ !! ホールインワン、太陽熱でポッ
プコーン作り、牛乳パックでミニサッカーボー
ル作り、フープグライダー、新聞紙エコバッ
グ、押し花ストラップ、傘の布地でナップサッ
ク作り、環境ゲームなど

【参加費】無料　【申し込み】事前申込不要
【問い合わせ】芳賀地区エコステーション
（真岡市堀内 1839）☎ 81-1244 FAX81-1266

●「働き方改革実践セミナー」のお知らせ
【とき】9月20日（金）（受付13:00～）［セミナー］
13:30～ 15:00［相談会］15:00～ 16:30（先着順1
回 30分）【ところ】栃木県庁芳賀庁舎【対象】経営
者・人事労務責任者【テーマ】働き方改革実践セミナー
①改正労働基準法等への対応②パートタイム・有期
雇用労働法への対応【講師】栃木働き方改革推進支
援センターアドバイザー（社会保険労務士有資格者）
樽 陽子 氏【参加費】無料【主催】栃木県宇都宮労政
事務所、栃木働き方改革推進支援センター、【共催】
真岡市【申し込み】9月 13日（金）までに、下記に
て受付【申し込み・問い合わせ】栃木県宇都宮労政
事務所☎028-626-3053 FAX028-626-3054

《第 66 回こらぼ茶話》《第 66 回こらぼ茶話》
手ぬぐいで作る かぶりもの手ぬぐいで作る かぶりもの
　手ぬぐいでお洒落なかぶりものを作ります。
【とき】9月 25日（水）午前 10時～正午
【ところ】二宮コミュニティセンター 203会議室
【対象】市内在住・通勤・通学されている方 先着16人
【講師】森 セイ子 氏　【参加料】無料
【持ち物】手ぬぐい（あれば両面柄）、裁縫セット
【申し込み】下記窓口・電話・FAXにて受付
【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）

モオカの休日特別版モオカの休日特別版
アニマル押し花キャンドル作りアニマル押し花キャンドル作り
　キャンドルに粘土を貼りつけて動物を作り、
押し花で飾り付けます。（所要時間 30分程度）
【とき】8月 26日（月）午前 10時 30分～
【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】先着 10人【参加料】800円
【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

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レン（胸部レン
トゲン検診）トゲン検診）をを受診しましょう受診しましょう
【対象】40歳以上（昭和55年4月1日以前生まれ）
の方で、年 1回の胸部レントゲン検診を受け
ていない方

＜次の方は対象から除きます＞
①妊娠中やその可能性がある方
②他の健診で胸部レントゲン検診を
　受診した方、または受診予定の方

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよ
い日時・会場で受診してください。

　※下表以外の実施日は、今後のWeeklyNews
　　もおか、および8月の回覧板でお知らせします。
【受診料】100円（喀痰検査希望の方は200円加算）
【検診結果】個別に通知
※ボタン・金属のついた肌着を身につけないでください。

と　き ところ

9/18
（水）

9:00-9:15 谷貝新田公民館
9:35-9:50 長沼北小学校跡
10:10-10:30 青田北公民館
10:50-11:05 下大曽公民館
11:25-11:45 上谷貝交流館
13:00-13:15 上大曽公民館
13:35-13:50 石島公民館

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

銃器銃器でで有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をを実施実施
　農作物被害の防止のため、カルガモ・カラス
の駆除を次のとおり実施します。
【とき】9月 2日（月）～ 8日（日）
【対象区域】市内全域（住宅地等を除く）
【実施主体】ＪＡはが野
【問い合わせ】
　JAはが野真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　JAはが野二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

夏休みはSLに会いに行こう夏休みはSLに会いに行こう
キューロクサマーフェスティバルキューロクサマーフェスティバル

【問い合わせ】SLキューロク館  ☎ 83-9600 （FAX兼）

　大人から子どもまで楽しめる催しが盛りだく
さん！ぜひお越しください。
【とき】8月 25日（日）午前 10時～午後 5時
【ところ】SLキューロク館
【内容】◆SLを満喫できる体験コーナー◆模擬店
　◆ビール祭り◆ステージイベント（フラダンス、
ヒーローショーなど）

9 月9月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】21日（土）午前 10時～ 11時
【ところ】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


