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真岡市文化祭真岡市文化祭
文芸各部門締切間近！文芸各部門締切間近！
　俳句、川柳、短歌、詩、随筆部門の作品応募
締切は9月13日（金）です。ぜひご応募ください。
※詳細は市のホームページをご覧ください。
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

みんなのひろば

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロンサロン《9月》《9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（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）

4・11・18・25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（17・18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
10日（火）午前10時45分～ リズムであそぼう
20日（金）午前 11時～ オピママとあそぼう
25日（水）午前10時45分～ こっこ　お誕生会
27日（金）午前10時30分～ 交通安全教室

30日（月）午前10時45分～ 育児講座あいあい「ぷちコンサート♪」

【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

4日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会
17日（火） 午前10時～ 子育て健康相談
19日（木）午前10時45分～ 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
4日（水）午前 11時～ リズム遊び
13・20・
27日（金）午前 11時～ 体育遊び

26日（木）午前10時30分～ ベビーマッサージをしよう

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎73-2200

乳幼児健康診査《9月》乳幼児健康診査《9月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診
5日（木）H31年 3月 13日～H31年 4月 20日生

19日（木）H31年 4月 21日～R1年 5月 19日生

9カ月児健診 26日（木）H30年 10月 24日～H30年11月20日生
1歳 6カ月児
健診 13日（金）H30年 1月 30日～Ｈ30年2月21日生

3歳児健診 17日（火）H28年 8月 28日～H28年 9月 17日生
2歳児歯科検診 30日（月） H29年 9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。
9 月の「マタニティ・子育て相談会」9 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】11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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
虫とり名人になろう虫とり名人になろう

　虫のつかみ方や網の使い方を習い、虫とり名人
を目指します。捕まえた虫は、最後に逃がします。
【とき】9月15日（日）午前9時30分～11時30分
【ところ】根本山自然観察センター ※雨天中止
【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】野外を歩きやすい服装、帽子、運動靴、
　飲み物、虫とり網、虫かご　【参加料】無料
【申し込み】9月 1日（日）から、下記にて電話
　で受付（8:30 ～ 17:15）
【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 3 回  歴史教室第 3 回  歴史教室
渋沢栄一渋沢栄一とと柳林農社柳林農社

【とき】9月 7日（土）午前 10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】宮﨑 俊弥 氏（共愛学園前橋国際大学名誉教授）
【参加料】無料　【申し込み】不要

科学教育センター科学教育センター99月のご案内月のご案内
☆天体観望会☆☆天体観望会☆

　天体望遠鏡で、月や木星、土星を観察します。
【とき】9月13日（金）午後 7時～ 8時
【定員】先着 30人（小学生以下は保護者同伴）
【持ち物等】懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】9月9日（月）・10日（火）に、下記
　にて電話で受付（8:30～17:15）【参加費】無料
【問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX 83-6211

）【参

40 歳になったら健診を受けましょう40 歳になったら健診を受けましょう
9 月の集団健診9 月の集団健診

　定員に達する前に、日程変更・新規申し込み
をお願いします。市で行う健診（集団・施設・
人間ドック）は、いずれか１回限りとなります。
≪生活習慣病健診≫【受付】午前 8時～ 10時

日にち日にち 実施会場実施会場
5 日（木）、6日（金） 二宮コミュニティセンター
17日（火）、27日（金）、
30日（月） 総合福祉保健センター

19日（木）、20日（金）市公民館中村分館
≪女性がん検診≫【受付】午後1時30分～2時30分

日にち日にち 実施会場実施会場
5 日（木） 二宮コミュニティセンター
11日（水）、24日（火）総合福祉保健センター
※詳細は、市のホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

【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

9月9月ののモオカの休日開催モオカの休日開催
【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）

と　き 内容（主催） 参加料
1日（日）、15日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

5日（木）、19日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

7日（土）、21日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

12日（木）、26日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

体験学習を開催します（小・中学部）体験学習を開催します（小・中学部）
栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校 
　特別な支援が必要なお子さまの教育について、
保護者の皆さまや各関係機関の方々に、より一
層ご理解いただくため、体験学習を開催します。
【とき】9月27日（金）（受付：午前9時20分から）
　午前 9時 40分～午後 0時 30分
【ところ】栃木県立益子特別支援学校
【対象】転入学を考えている小中学生および保護
者、7月の体験学習に未参加の年長児および保
護者、小中学校等の教職員や関係機関の職員

【内容】小・中学部概要、授業体験・見学、校舎
内施設設備見学、教育相談（原則として全員）

【持ち物等】上履き、飲み物
【申し込み期間】9月 5日（木）～ 11日（水）
【申し込み】学校教育課指導係☎83-8181FAX83-8080
【問い合わせ】栃木県立益子特別支援学校
　☎ 72-4915 FAX72-7895（担当：見目）

ピンクリボンミニセミナーピンクリボンミニセミナー
知っておきたい乳がんのこと知っておきたい乳がんのこと
 自分のため、大切な家族のため自分のため、大切な家族のため
早期発見の大切さを広く伝えたい早期発見の大切さを広く伝えたい
【とき】9月 13日（金）午前 10時 30分開演
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【講師】DIC宇都宮セントラルクリニックブレスト
センター長　伊藤 淳（乳腺専門医）

【定員】先着 30人　※事前予約が必要です。
【申し込み】ピンクリボン宇都宮事務局
　☎ 028-657-0808 FAX028-657-0809
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619  

入場料入場料
無料無料

二宮図書館二宮図書館ぬいぐるみおとまり会ぬいぐるみおとまり会
　ぬいぐるみと一緒におはなしを聞いたら、ぬい
ぐるみは図書館にお泊りします。（２泊３日）その
様子をアルバム（１組１つ）にしてプレゼント！
【とき】9月 21日（土）午後 1時 30分～ 2時
　おとまり＆おはなし会
　9月 23日（月）午後 1時～　お迎え
【対象】3歳～小学3年生以下のお子さま 先着5組
【申し込み】9月 1日（日）～ 15日（日）まで、
　下記窓口または電話にて受付（午前 9時～）
【申し込み・問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
初春バレエ祝賀コンサート初春バレエ祝賀コンサート
新たな春の到来を晴れやかに祝う！新たな春の到来を晴れやかに祝う！
バレエと弦楽アンサンブルの華麗なる饗宴バレエと弦楽アンサンブルの華麗なる饗宴
【とき】令和 2年 1月 15日（水）
　午後 6時 30分開演（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【出演】キエフ・クラシック弦楽アンサンブル、
　キエフ・クラッシック・バレエ（ウクライナ）
【料金】全席指定 3,800 円　※未就学児入場不可
【発売日】会員：発売中（会員割引はありません）
　一般：9月 4日（水）から
【プレイガイド】市民“いちご”ホー
ル窓口☎83-7731（月曜・日曜・
祝日を除く8:30～ 17:15）、㈲暮
田商会☎82-2611、㈲えびはら☎
74-0075、ﾁｹｯﾄぴあ（Ｐｺｰﾄﾞ 495-
727）、ﾛｰｿﾝﾁｹｯﾄ（Ｌｺｰﾄﾞ 32530）

【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎83-7731 FAX83-4070 （月曜・日曜・祝日休）

身体障身体障がいがい者者のためののための巡回相談巡回相談
【とき】10月 2日（水）午後 2時～ 4時
【ところ】芳賀町保健センター  
【内容】肢体不自由の方を対象とした身体障害者
　手帳の申請（程度変更も含む）、相談 (無料 )  
【申込期限】9月20日（金）までに、下記へ申し込み
【主催】栃木県障害者総合相談所
【申し込み・問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554

●寺久保切り絵愛好会「光と影のペイジェント」開催
【とき】9月 4日（水）～ 28日（土）まで
【ところ】二宮コミュニティセンター 2階
【問い合わせ】 コラボーレもおか ☎ 81-5522

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
　入会の説明・理事との面接をします。
【とき】9月 12日（木）午前 10時から
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【仕事内容】除草、草刈、植木剪定、屋内外清掃、
　施設受付業務、家事援助、襖・障子張り等
※事前受付・入会書類のお渡しがありますので、
9 月 11 日（水）までに下記へお越しください。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町111-1
シルバー人材センター ☎ 84-1110 FAX84-1109


