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みんなのひろば

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】  10 ～ 11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】9月 25日（水）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 

真岡市健康 21 プラン推進講演会真岡市健康 21 プラン推進講演会
転ばぬ先転ばぬ先ののロコモ予防トレーニングロコモ予防トレーニング
【とき】9月 26日（木）午後 1時 30分～ 3時
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【対象】市民の方　先着 200人　【参加料】無料
【講師】日本成人病予防協会　内田 英利 氏
【申し込み】9月20日（金）までに下記にて電話で受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619

9 月に 70 歳を迎える方へ9 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

　9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9月30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。9月に申請された方への温泉券の交付
　枚数は、7枚（7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

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】

9/24（火） 9/25（水）
9:00-9:15 真岡市物部会館 9:00-9:20 寺内駅前公民館
9:35-9:50 北鹿公民館 9:40-10:00 大和田公民館
10:10-10:25 沖公民館 10:20-10:35 横田公民館
10:45-11:05 大根田公民館 10:55-11:15 東物井公民館
11:25-11:40 久下田小学校 11:35-11:50 歴史資料保存館
13:00-13:15 境公民館 13:00-13:15 三谷公民館
13:35-13:55 程島公民館 13:30-13:45 原分公民館

14:15-14:50 二宮保健
センター

14:00-14:15 桑ノ川公民館
14:30-14:55 阿部品公民館

9/26（木）
9:00-9:15 長沼小学校 11:25-11:45 堀込公民館

9:35-9:50 清水商店
南側薬師堂 13:00-13:15 古山公民館

10:10-10:30 鷲巣公民館 13:35-13:55 長島公民館
10:50-11:05 大道泉公民館 14:15-14:45 どんとこい広場

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

第 3 回  歴史教室第 3 回  歴史教室
長くその存在すら明らかでなかった真岡市柳

林にあった「柳
りゅうりんのうしゃ

林農社」。その設立には、新一万
円札の肖像になる渋沢栄一が大きく関わってい
ました。栃木県最初の会社とも言える「柳林農社」
の発足から廃業まで、その軌跡を探ります。
【とき】9月 7日（土）午前 10時～正午
【講師】宮﨑 俊弥 氏（共愛学園前橋国際大学名誉教授）
【演題】「渋沢栄一と柳林農社」
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【参加料】無料　【申し込み】不要

第 4 回　歴史教室第 4 回　歴史教室
【とき】10月12日（土）※時間、会場は上記と同様
【講師】眞保 昌弘 氏（国士舘大学准教授）
【演題】「下野国の芳賀と那須」

認知症カフェ 
　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。

カフェますとくカフェますとく
【とき】9月 19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】敬老祝賀会　【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

ウエルカフェウエルカフェ
【とき】9月 30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】下記にて電話で受付
【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

ノンケア体操（介護予防体操）ノンケア体操（介護予防体操）
指導員養成講習会指導員養成講習会

　ノンケア体操は、介護予防を目的として手軽に
健康づくりをするための体操です。地域での普及
を図るため、指導員養成講習会を開催します。
会　場 と　き

市公民館 10/4（金）、10/21（月）、11/7（木）、
11/21（木）、12/4（水）

二宮分館 10/11（金）、10/15（火）、10/31（木）、
11/12（火）、11/26（火）

【時間】午後 1時 30分～ 3時 30分
　※上記の全 10回の講習に参加してください。
【対象】①～④のすべてに該当する方 先着 15人
①市内に住所を有する40～70歳くらいまでの方
　②過去にこの講習会に参加したことがない方
　③講習会終了後、地域で普及活動ができる方
　④各地区からの要請に応じて指導できる方
【講師】過去に講習会を修了し、現在各地区で指
　導されている方々
【申込方法】下記窓口に用意してある申込用紙に
　必要事項を記入し、下記窓口にて受付
【申込期限】9月 26日（木）
※地域での普及を図るため、講習修了者の情報
　を区長にお伝えします。
【申し込み・問い合わせ】 いきいき高齢課高齢者福祉係
　☎ 83-8195 FAX83-8554
　二宮支所 ☎ 74-5004 FAX74-1250

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき体操教室いきいき体操教室

　ストレッチや筋トレにより体幹を整え、転倒予
防に取り組みましょう。栄養講話も開催します。
【とき】 10月2日（水）開始、毎週水曜日（全12回）
　①送迎無し：午前 10時 30分～正午
　②送迎あり：午後 2時～ 3時 30分
　　　　　　　（送迎範囲半径 5㎞程度）
【ところ】デイサービス未来（真岡工業高校前） 
【対象】65 歳以上の市民で初めて参加される方
　①②ともに先着 10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 FAX 83-6335

市民市民
講座講座 手ごねで作るパン講座
　バターパン、ツイストパン、ちくわ
のパン、ベーコンサンドを作ります。
【とき】9/28、10/5
　（各土曜日、全 2回）午前 9時～午後 1時
【対象】市内在住・勤務の方  16 人（定員超抽選）（定員超抽選）
【持ち物】エプロン、三角巾、持ち帰り用の容器等
【受講料】1,500 円（材料代）

市民市民
講座講座 エコクラフト講座
　紙ひもで、バッグまたは小物入れを作ります。
【とき】10/1、10/8、10/15、10/29、11/5
　（各火曜日、全 5回）午後 7時～ 9時
【対象】市内在住・勤務の方 20 人（定員超抽選）（定員超抽選）
【持ち物】ハサミ、タオル、メジャー（巻尺）、
洗濯ばさみ 10個、筆記用具

【受講料】1作品 700円程度（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】9月 14 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）

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】現在受付中、電話、FAX、Eメール
にて受付（平日 9:00 ～ 17:15）【参加料】無料

 
えた方たちスポーツスポーツ

教室教室 秋のこども体操教室
　前まわりや後ろまわりなど体操の基礎を学びま
す。トランポリンを使った楽しい運動もあります。
【とき】10/12、10/19、10/26、11/2、11/9
　（毎週土曜日、全 5回）午後 2時～ 4時
【ところ】総合体育館
【対象】市内小学生  先着 30人
【持ち物等】運動できる服装、
　体育館シューズ、 タオル、 飲み物  【参加料】無料
【申し込み】9月 9日（月）から、電話・FAX・Eメー
ルにて受付（平日 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メールは氏名・住所・電話番号・年齢を明記

スポーツスポーツ
教室教室 ミニバスケットボール教室

【とき】10/6、10/13、10/20、10/27、11/3
　（毎週日曜日、全 5回）午前 10時～正午
【ところ】物部地域体育館（高田 2645)
【対象】市内小学生　先着 20人
【持ち物等】運動できる服装、
　体育館シューズ、 タオル、 飲み物  【参加料】無料
【申し込み】現在受付中、電話・FAX・Eメール
にて受付（平日 9:00 ～ 17:15）

午午午午午午午午午午午

料】無料

●耳の聞こえない方・聞こえにくい方向けの
　パソコン教室
　パソコンで、イベントのチラシを作ります。
【とき】＜第 1回＞ 10/19（土）＜第 2回＞ 10/26
（土）10:00 ～ 12:00【ところ】とちぎ福祉プラザ
（宇都宮市若草 1-10-6）【対象】県内に在住・通勤・
通学している聴覚障害者（高校生以上）の方、各回
先着 8人【費用】2,000 円程度（テキスト代として）
【持ち物】筆記用具、Word の入ったノートパソコン、
パソコンをお持ちでない方は貸出も可能【申し込み】
9/30（月）までに、申込用紙に必要事項を記入し下
記へ申し込み。（申込用紙は、市役所社会福祉課障
がい福祉係にあります）【申し込み・問い合わせ】と
ちぎ視聴覚障害者情報センター〒 320-8508 宇都宮
市若草 1-10-6 とちぎ福祉プラザ 2階☎ 028-621-
6208 FAX028-627-6880

わ
。

【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070


