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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。
　※下表以外の日程は、市ホームページで確認
　　できます。
【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 3日（木）
   9:00 ～ 9:15 寿町商店街駐車場
   9:35 ～ 10:10 サンキ真岡店北側駐車場
10:30 ～ 10:50 石川医院前
11:15 ～ 11:30 飯貝公民館
13:00 ～ 13:15 上清水公民館
13:35 ～ 13:50 下清水公民館
14:15 ～ 14:30 大中内北山公民館
14:50 ～ 15:05 西田井駅前公民館

10 月 4日（金）
　9:00 ～   9:25 市公民館中村分館
　9:45 ～ 10:15 とりせん真岡店
10:35 ～ 11:05 真岡保育所
11:10 ～ 11:45 ザ・ビッグエクストラ真岡店駐車場
13:00 ～ 13:20 真岡市シルバーサロン駐車場
13:35 ～ 13:50 高勢町第 1公民館
14:10 ～ 14:35 高勢町第 2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 

市民市民
講座講座

プロに学ぶ和菓子作り
～練りきり編～

【とき】10月 22日（火・祝）
　午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市公民館　調理室
【対象】市内在住・勤務の方  24 人（定員超抽選）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、筆記用具
【受講料】1,800 円
【申し込み】10月 11日（金）までに、下記にて
電話で受付（8:30 ～ 17:15）

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《10月》サロン《10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）

2・9・16・23・30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（4・24日午後、
1・23・30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
8日（火）午前10時45分～ リズムであそぼう
17日（木）午前10時45分～ 親子で楽しくふれあい遊び
24日（木）午前10時45分～ ミニ運動会
30日（水）午前10時45分～ こっこ　お誕生会

【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

2日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会
10日（木） 午前10時～ 子育て健康相談

【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
11・18・
25日（金）午前 11時～ 体育あそび

17日（木）午前10時30分～ ベビーマッサージをしよう
24日（木）午前10時30分～ ミニ運動会
28日（月）午前 11時～ リズム遊び

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎73-2200

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】10月10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 7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】9月27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

鬼怒水辺ふれあい観察会鬼怒水辺ふれあい観察会 
赤トンボををつかまえようつかまえよう
　赤トンボをつかまえて種類や仲間を調べます。 
つかまえたトンボは、最後に逃がします。
【とき】10月6日（日）午前9時30分～11時30分
【ところ】鬼怒水辺観察センター　※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】歩きやすい服装、運動靴、帽子、
　飲み物、虫とり網、虫かご　【参加料】無料
【申し込み】9月 22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）

赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤

市民市民
講座講座 親子でデイキャンプ
　テントの設営、野外炊飯（キーマカレー・ナン）、
木のクラフト（壁掛け）などを行います。
【とき】10月 20日（日）午前 9時～午後 4時
【ところ】にのみや野外活動センター
【対象】市内在住の小学生と保護者　先着 10組
【受講料】1人につき 500円程度（食料費など）
【持ち物等】長袖、長ズボン、帽子、
　軍手（ゴムなし）、運動靴
【申し込み】9月 25日（水）から、
　下記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX 74-0187（日曜・月曜・祝日休）

★科学の広場★ ★科学の広場★ 
ウニランプをつくろうウニランプをつくろう
　ウニの生態を知り、殻を使ってランプを作ります。
【とき】10月 5日（土）
　午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小・中学生　先着約 24組
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【参加費】子ども 1人 100 円
【申し込み】9 月 26 日（木）・27 日（金）に、
下記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）

【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611

第71回第71回市場開放市場開放デーデー開催開催
【とき】9月 22日（日） ※雨天決行
　午前 8時～商品がなくなり次第終了
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條475番地）
【内容】旬の生サンマ、うなぎ、戻り鰹、人気の鮭、
秋の味覚のぶどう、梨、りんごの販売。天然
鮎の塩焼き、特大じゃがバター、イカ入り焼
きそばの販売。しじみ汁無料配布。1,000 円
以上購入で粗品プレゼント（数量限定）

【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX84-0225

市民市民
講座講座 初心者の毛筆講座
　初歩の筆づかいを学び、色紙作品を作ります。
【とき】10/5、10/12、10/19、10/26、11/2
　（毎週土曜日、全5回）午前9時30分～11時
【ところ】市公民館山前分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【持ち物】書道用具一式（太筆、細筆、
　硯、墨汁、半紙、新聞紙数枚）
【受講料】400円程度（材料代）
【申し込み】9月 20日（金）から、
　下記にて電話で受付（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（日曜・月曜・祝日休）

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

第 23 回第 2 3 回
真岡市真岡市わたの花趣味クラブわたの花趣味クラブ発表会発表会
　真岡市わたの花趣味クラブ連絡協議会に所属
している 10団体が日ごろの成果を発表します。
【とき】9月25日（水） 午前10時開会（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【内容】健康おどり、フラダンス、民謡、軽音楽など
【主催】真岡市わたの花趣味クラブ連絡協議会
【問い合わせ】社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

入場料入場料
無料無料

●10月から年金生活者支援給付金制度が始まります
　年金生活者支援給付金は、収入や所得額が一定基
準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年
金に上乗せして支給されるもので、受け取りには請
求書の提出が必要です。【請求方法】年金の請求手
続きの際に、併せて給付金の請求手続きを行ってく
ださい。また、平成 31年 4月 1日以前から年金を
受給している方については、支給対象となる方に、
日本年金機構から請求手続きの案内が届きますの
で、同封のはがきに必要事項を記入・押印の上、郵
便ポストへ投函してください。【注意点】請求書は、
令和元年 12 月末日までに必ず提出してください。
【支給要件】〔老齢基礎年金受給者〕世帯全員の市町
村民税が非課税かつ前年の年金収入額とその他の所
得額の合計が 879,300 円以下〔障害・遺族基礎年
金受給者〕前年の所得額が 4,621,000 円以下【問
い合わせ】給付金専用ダイヤル☎ 0570-05-4092
宇都宮東年金事務所☎ 028-683-3211

みんなのひろば

●ながら見守り隊のネーミング募集
　生活や仕事中に「防犯の視点」を持って子どもた
ちの安全を見守る“ながら見守り隊”のネーミング
を募集します。自作の未発表作品に限ります。【応
募方法】10月 8日（火）までに、応募用紙に必要
事項を記入し、応募箱に投函または真岡警察署に郵
送ください。応募用紙、応募箱は、真岡警察署、真
岡市役所に設置してあります。【賞品】最優秀賞〈表
彰・副賞〉1名、優秀賞〈表彰・副賞〉2名【応募先・
問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 115 真岡
警察署生活安全課内真岡地区防犯協会☎ 84-0110 
FAX84-0906

10 月10月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ　

2日（水）午前 10 時
～ 11 時

青年女性会館
19日（土） 二宮コミュニティセンター
【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


