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求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会巡回相談会＆＆巡回セミナー巡回セミナー
【とき】11月21日（木）【ところ】真岡商工会議所
①とちぎジョブモール巡回セミナー10:30～12:00
　『面接の受け方とメンタルトレーニング』
　講師：ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会
（キャリアカウンセリング）13:00 ～ 16:00
　就職活動やスキルアップに関するアドバイス、
職業適正診断、履歴書の書き方や面接の受け
方のアドバイス

③とちぎ生涯現役シニア応援センター
ぷらっと巡回相談会　13:00 ～ 16:00

　セカンドライフや生涯学習に関するアドバイ
ス、ボランティアや就労などの社会参加活動
に関するアドバイス

【申し込み】11月 19 日（火）午後 5時までに、
下記にて電話で受付　【参加料】無料

【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係
　☎ 83-8134 FAX83-0199

みんなのひろば

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】11月13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

ふれあい体験講座ふれあい体験講座
 鍋 パーティーをしよう
　視覚にサポートが必要な方々とレクリエーショ
ンゲームや鍋料理を実施し、楽しく交流します。
【とき】12月 7日（土）午前 10時～午後 2時
【ところ】市公民館大内分館　（飯貝 529）
【対象】市内の小学生 4～ 6年生　先着 16人
【参加料】無料（昼食付）　
【申し込み】11月 29日（金）までに、下記へ電
話で予約。予約後、窓口へ申込書提出。

【申し込み・問い合わせ】社会福祉協議会
　☎82-8844 FAX82-5516

乳幼児健康診査《11月》乳幼児健康診査《11月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 28日（木）R1年 6月 23日～R1年 7月 20日生

9カ月児健診 8日（金）H30年 12月 21日～H31年1月25日生
1歳 6カ月児
健診 29日（金）H30年 4月 20日～Ｈ30年5月24日生

3歳児健診 19日（火）H28年 10月 30日～H28年11月16日生
2歳児歯科検診 25日（月） H29年 11月生

4歳児歯科検診
5日（火）
6日（水）
15日（金）
18日（月）

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。
11 月の「マタニティ・子育て相談会」11 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】13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

科学教育センター科学教育センター1111月のご案内月のご案内
★プラネタリウム一般公開★★プラネタリウム一般公開★

【とき】11月 2日、9日、16日、30日（各土曜日）
　①午前 11時～②午後 1時 30分～
　※途中入場不可　※ 2日は、①のみの投影　
【内容】当日の星座解説、番組「名探偵コナン星
影の魔術師」（投影時間約 50分）
　2日は、番組 2本立て（星座解説はありません）
【観覧料】高校生以上200円、4歳～中学生100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
　定員になり次第、観覧券の販売は終了。
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611

11 月に 70 歳を迎える方へ11 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

　11 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11月30日以前に生まれた方）　
【場所】いきいき高齢課高齢者福祉係または二宮支所
【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。11 月に申請された方への温泉券の交付
枚数は、5枚（5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

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】  12 ～ 1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】11月 25日（月）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】“いちご”の湯（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 

市民市民
講座講座

自分でそばを打ってみませんか
そば打ち教室　

【とき】11/29、12/13、12/20
　（各金曜日、全 3回）午前 9時～正午頃
【ところ】市公民館二宮分館　調理室
【対象】市内在住または在勤の方  先着 14人
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、打ったそ
ばを持ち帰る容器

【受講料】1回につき 800円（材料代）

市民市民
講座講座 押し絵教室　

【とき】12/6（金）午前 9時～午後 0時 30分
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または在勤の方  先着 20人
【持ち物】はさみ、目打ち（お持ちの方）　
【受講料】1,000 円（材料代）

共通事項共通事項
【申し込み】11 月 5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 FAX 74-0187（日曜・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座

冬を楽しく
のんびりハーバルライフ

①「ハーバルローション＆美容液」
　12/5（木）10:00 ～ 12:00【受講料】2,500円
②「ハーブを使ったしめ縄飾り」
　12/19（木）10:00～12:00【受講料】2,500円
お好きな講座を選び申し込みください（両日受
講も可）オリジナルブレンドティーが付きます。
【ところ】市公民館　第 7会議室
【対象】市内在住・在勤の成人の方  先着 20人
【申し込み】11月 15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）

昭和19年4月1日以前に生まれた方の昭和19年4月1日以前に生まれた方の
後期高齢者健康診査施設健診後期高齢者健康診査施設健診
　後期高齢者健康診査施設健診は、昭和 19年４
月１日以前に生まれた方を対象にした市内の指
定医療機関で個別に受診する基本健康診査です。
受診を希望される方は、個人通知してある「後
期高齢者健康診査【受診票】」に住所 ･氏名 ･生
年月日 ･電話番号 ･問診部分を記入の上、「受診
券」と一緒に ｢市内指定医療機関｣ の窓口に提
出して受診してください。
　今年度中に、集団健診・人間ドックを受診さ
れた方、生活習慣病等で定期的に治療中の方は、
必ずしも健康診査を受診する必要はありません。
【実施期間】11月30日（土）まで　休診日を除く
【対象】昭和 19年４月１日以前に生まれた方
　※対象の方には 8月末に個別通知しました。
【検診費用】無料
※詳細は、下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX83-8619　

●手嶋孝さんの木彫り作品展「木を楽しむ」
【とき】11月 28日（木）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

一般介護予防事業　一般介護予防事業　
いきいき体操教室　

　筋トレマシンを使用した体操教室です。
筋力をつけることで膝痛も改善！無理なく
続けられるよう、スタッフが指導します。
【とき】①12/2から毎週月曜日 ②12/4から毎週水曜日
　　　③12/5から毎週木曜日 ④12/6から毎週金曜日
　　 ※全８回の教室です 午後 2時～ 3時
【ところ】iFitness（真岡井頭温泉内） 
【対象】65歳以上で筋力の低下がみられる方
　各曜日とも先着4人、申込順に受講日時を決定
※ 9月に受講した方は受けられません。
【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
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《第 68 回こらぼ茶話》《第 68 回こらぼ茶話》
お坊さんと話をしようお坊さんと話をしよう
　県内の法話大会で優勝したお坊さんを招き座
談会を行います。
【とき】11月 22日（金）
　午後 1時 30分～午後 3時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 
【対象】市内在住・通勤・通学の方 先着 20人
【講師】玉正寺副住職　林 靖央 氏
【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）

参加費参加費
無料無料

20192019サンタの贈り物募集サンタの贈り物募集
　ご家庭で用意していただいたプレゼントをサ
ンタクロースが皆さんの自宅へお届けします♪
☆今年は12月24日（火）にお届けします！
【対象】市内在住の小学１年生以下の
　お子さんがいる家庭 先着 80件
【申込期間】11月 8日（金）まで11月 8日（金）まで
　午前 8時 30分～午後 5時（日曜・祝日除く）・祝日除く）
【申込方法】専用の申込用紙（市公民館および各
分館に用意、市HPからもダウンロード可）に
必要事項を記入し、下記へ直接お持ちください。

※プレゼントの受付は12月に入ってからです。申し
込みの際にお持ちにならないよう、ご注意ください。

※プレゼントのサイズは、縦横高さの合計が 120
㎝以内（1辺60㎝以内）、1軒につき3kg以内まで。

「サンタの贈り物」配達ボランティア募集！「サンタの贈り物」配達ボランティア募集！
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きま
せんか。詳細は下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】「サンタの贈り物」実行委員会
　事務局生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

市HPQR ｺｰﾄﾞ


