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根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
野の花で生け花をしよう野の花で生け花をしよう
　草地や林で、観察しながら摘んだ草花を、竹
で作った小さな花器に生けて楽しみます。
【とき】9月28日（土）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、
　クラフトばさみ、軍手　【参加料】無料
【申し込み】9月 14 日（土）から、下記にて電
　話で受付（8:30 ～ 17:15）
※9月28日（土）午前中の野鳥クラフトは、休みです。
【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）

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
 「長いお別れ」 「長いお別れ」
【とき】9月 14日（土）
　①午後 2時から
　②午後 6時 30分から
【ところ】市民“いちご”ホール
　大ホール ※全席自由
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円 （当日購入可）
　平成 31年度芸術鑑賞会会員 無料
【作品紹介】父の 70歳の誕生日に、久しぶりに
帰省した娘たちは、厳格だった父の認知症を
知る。ゆっくり記憶を失っていく父との 7年
間の末に、家族が選んだ新しい未来とはー。

【問い合わせ】市民“いちご”ホール（文化課）
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

市民市民
講座講座

ハロウィン用
フラワーアレンジメント教室

【とき】10月 25日（金）午後 7時～ 9時
【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
【持ち物】園芸用ハサミ 【受講料】2,500円（材料代）
【申し込み】9月 17 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）

真岡市文化祭 真岡市文化祭 将棋大会開催将棋大会開催
【とき】9月 29日（日）午前 9時から受付
【ところ】青年女性会館
【参加費】小学生 500円、一般 1,000 円

クラス分けクラス分け
小学生の部 1 ～ 3年生 /4～ 6年生

一般の部（中学生以上）棋力に応じてクラス分け
【申し込み】小学生・一般の部、ともに事前申込不要
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

乳幼児健康診査《10月》乳幼児健康診査《10月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 24日（木）R1年 5月 20日～R1年 6月 22日生

9カ月児健診 17日（木）H30年 11月 21日～H30年12月20日生

1歳 6カ月児
健診

4日（金）H30年 2月 22日～Ｈ30年3月18日生

25日（金）H30年 3月 19日～Ｈ30年4月19日生

3歳児健診
8日（火）H28年 9月 18日～H28年 10月 4日生

29日（火）H28年 10月 5日～H28年10月29日生
2歳児歯科検診 28日（月） H29年 10月生

4歳児歯科検診
16日（水）
23日（水）
31日（木）

H26年 4月 2日
  ～ H27 年 4月 1日生
対象の方には、個別通知
を送付します。

【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。
10 月の「マタニティ・子育て相談会」10 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】9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

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

10 月 1日（火）
　9:00 ～ 9:20 石川酒店
　9:40 ～ 9:55 粕田寺分公民館
10:15 ～ 10:35 大沼公民館
10:55 ～ 11:15 中村保育所 
11:30 ～ 12:00 長田公民館
13:15 ～ 13:30 柳林公民館
13:50 ～ 14:25 コジマNEW真岡店第 3駐車場
14:45 ～ 15:10 並木町公民館

10 月 2日（水）
　9:00 ～ 9:30 TSUTAYA真岡店
　9:45 ～ 10:05 亀山公民館
10:20 ～ 10:35 徳和鋼材西側駐車場
10:50 ～ 11:10 うな源別館
11:25 ～ 11:40 下籠谷公民館
13:00 ～ 13:15 セブンイレブン真岡下籠谷店
13:30 ～ 13:50 下大田和コミュニティセンター
14:05 ～ 14:20 西郷第三公民館
14:35 ～ 15:05 寺久保公民館

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

スポーツスポーツ
教室教室

第 1 回 みんなで楽しむ
さいかつボール教室

【とき】10月 12日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内の小学 4年生以上の方 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 17日（火）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

第 2 回 第 2 回 文化財めぐり文化財めぐり
国宝那須国造碑と東山道ウォーク

【とき】10月 15日（火）
午前8時30分集合・出発、午後5時15分解散

【集合場所】久保講堂南側砂利駐車場
【行き先】那須国造碑、奇勝御前岩、長者ヶ平官
衙遺跡と東山道（約 2㎞東山道跡を歩きます）

【対象】市内在住・勤務の方 40人（定員超抽選）
【参加料】1,500 円（拝観料、昼食代）
【申し込み】9月 25日（水）消印有効
　往復はがきで申し込み（1通で 2人
　まで申し込み可）※記入不備は無効
参加者全員の住所・氏名・生年月日・電話番
号を記入（市外の方は勤務先も記入）。返信用
はがきに申込者の郵便番号・住所・氏名を記
入し、下記申込先へ郵送してください。10月
上旬頃、抽選結果を返信はがきで通知します。

【その他】小雨決行（雨具を用意ください）
【申し込み・問い合わせ】〒 321-4305 真岡市
荒町 1201 番地　真岡市教育委員会文化課文
化財係 「第 2回文化財めぐり」担当

　☎ 83-7731 FAX83-4070

インフルエンザインフルエンザのの予防接種予防接種
　対象者に接種費用の一部または全部を助成します。
【期間】10月 1日（火）～令和２年 2月 29日（土）
【接種場所】市内の医療機関
　※市外の医療機関を希望される方は、事前に
　　健康増進課へ連絡ください。
高齢者のインフルエンザ予防接種高齢者のインフルエンザ予防接種

【対象】市内に住所を有し、接種日に① 65歳以
上の方、または、② 60歳以上 65歳未満の方
で、身体障害 1級の認定を受けている方（心臓・
腎臓、呼吸器の機能・ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能の障害のみ）

【費用】無料（1回接種分のみ）
【持参するもの】健康保険証または後期高齢者医
療被保険者証（対象の②に該当する方は、身
体障害者手帳とその写し）
子どものインフルエンザの予防接種子どものインフルエンザの予防接種

【対象】市内に住所を有し、接種日に 1歳以上小
学 6年生相当の年齢までのお子さま

【助成回数】2回　【助成額】各回 2,000 円以内
※接種費用と助成額の差額を自己負担
【持参するもの】母子健康手帳、こども医療費受
　給資格証など住所が確認できるもの
【問い合わせ】健康増進課健康支援係 
　☎ 81-6946 FAX83-8619

市民活動団体向け スキルアップ講座市民活動団体向け スキルアップ講座
「「私達をもっと私達をもっと

知ってもらう為の広報講座」知ってもらう為の広報講座」
　市民活動をもっとたくさんの人たちに知って
もらうために必要な広報の方法を学びます。
【とき】9月 29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
【講師】地域編集室簑田理香事務所主宰
　宇都宮大学特任教員 簑田 理香 氏
【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）

お

かか

「ひきこもり」「ひきこもり」にに関する講演会関する講演会
　「8050 問題」を知っていますか？この機会に
ひきこもりについて一緒に考えましょう。
【とき】10月 4日（金）午後 2時～ 4時
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【対象】市内在住・勤務の方
【テーマ】ひきこもりの基礎知識～地域において
　まずできること～（仮）
【講師】メンタルヘルス診療所しっぽふぁーれ
　院長　伊藤 順一郎 氏
【申し込み】10 月 1日（火）までに、下記窓口
　または電話にて受付
【その他】車いすで来場の方は、申し込みの時に
　お申し出ください。
【申し込み・問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX 83-8554
　県東健康福祉センター健康支援課 ☎ 82-2138

　ご家庭で用意したプレゼントをサンタクロー
スが届ける事業の企画・運営を行います。
【対象】市内在住・勤務の 18歳～ 35歳の方
【申し込み】9月 20日（金）までに、下記窓口・
電話・FAX・Eメールにて受付（高校生不可）

※第 1回実行委員会は 9月 21日（土）午後 6時
　から青年女性会館会議室で開催します。
【申し込み・問い合わせ】　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜 ･祝日休）
Eメール：gakusyuu@city.moka.lg.jp

サンタの贈り物 20 1 9
実行委員募集実行委員募集


