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森林森林のの所有者所有者のの皆さまへ皆さまへ
　指定区域の立木を伐採するときは、事前に届
出が必要です。届出をしないで伐採した場合は、
罰金が科されることがあります。届出が必要な
区域は、地目が山林でなくても対象となってい
る場合もありますので、事前に伐採箇所が指定
されているのかを下記へ問い合わせください。
【問い合わせ】農政課農政係
 　☎ 83-8137 FAX83-6208

野生鳥獣野生鳥獣のの捕獲捕獲はは禁止禁止ですです
　野生鳥獣の捕獲または、鳥類の卵の採取は、
法律により原則禁止されています。捕獲等をす
る場合は、許可が必要になります。詳しくは下
記まで問い合わせください。

まちなか保健室《12月》まちなか保健室《12月》
ほっとステーション駅前館ほっとステーション駅前館

【申し込み】☎ 080-9990-3998（9:00~16:00）
いきいき脳トレ教室
【とき】4日（水）午前 10時～ 11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「血糖値を上げない
　　　　　正月料理の食べ方」
【とき】8日（日）午前10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）
健康講座「糖尿病予防の基本」
【とき】18日（水）午後1時 30分～ 2時 30分
【講師】保健師・栄養士

ほっとステーション田町館ほっとステーション田町館
【申し込み】☎ 080-8096-9918（9:00~16:00）
健康講座「糖尿病予防の基本」
【とき】4日（水）午後 1時 30分～ 2時 30分
【講師】保健師・栄養士
いきいき脳トレ教室
【とき】18日（水）午前10時～11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「簡単な介護食」
【とき】22日（日）午前 10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）

共　通　事　項共　通　事　項
【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】各まちなか保健室にて電話で受付
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

時

時

乳幼児健康診査《12月》乳幼児健康診査《12月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 19日（木）R1年 7月 21日～R1年 8月 13日生

9カ月児健診 13日（金）H31年 1月 26日～H31年2月22日生
1歳 6カ月児
健診 20日（金）H30年 5月 25日～Ｈ30年6月15日生

3歳児健診 10日（火）H28年 11月 17日～H28年12月6日生
2歳児歯科検診 16日（月） H29年 12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。
12 月の「マタニティ・子育て相談会」12 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

●栃木県医療安全講習会『上手な病院のかかり方
　～何でも伝えられる患者になりたい！～』
【とき】12月10日（火）午後1時30分～3時30分【と
ころ】栃木県総合文化センター第1会議室【講師】
公立大学法人奈良県立医科大学公衆衛生学講座 学内
講師 岡本左和子氏【定員】100人【申し込み】下記
にて、電話で受付【申し込み・問い合わせ】栃木県
医療政策課☎028-623-3085 FAX028-623-3131

生涯骨太クッキング生涯骨太クッキング
カルシウムアップの料理教室カルシウムアップの料理教室

　鮭チーズご飯、青菜のヨーグルト和え、ほう
じ茶プリンを作ります。
【とき】12月 18日（水）午前 10時～午後 1時
【ところ】市公民館二宮分館 調理室
【対象】市内在住の方　先着 24人
【参加料】600円（材料費）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】11月 22日（金）から、
　下記にて、電話で受付（平日 8:30 ～ 17:15）
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

インフルエンザ感染をインフルエンザ感染を
防ぎましょう防ぎましょう

　「インフルエンザ」とは、インフルエンザウイ
ルスに感染後に 1～ 5日の潜伏期間を経て発症
する感染症です。日本では、例年12月～ 3月が
流行シーズンです。適切な時期に抗インフルエン
ザウイルス薬を内服することで治療ができます。
【特に注意が必要な方】　
子ども、高齢者、免疫力の低下している方

インフルエンザの主な症状インフルエンザの主な症状
★ 38℃以上の発熱、頭痛、関節・筋肉の痛み　
★咳、鼻水、喉の痛み

予防方法予防方法
◆しっかりと手洗い、うがいをする
◆きちんとマスクを着ける
◆十分な睡眠と栄養を取る
◆インフルエンザ予防接種を受ける
インフルエンザに感染してしまったらインフルエンザに感染してしまったら

　症状がでたら早急に「かかりつけ医」へ受診
しましょう。簡易検査で 10～ 15 分後で診断で
きますが、発症後 12時間以上が経過していない
とウイルス量が少なく診断が難しい場合があり
ますので、ご注意ください。
◎薬が処方されたら、きちんと使い切る
◎安静にして、十分な睡眠と栄養を取り、水分
　補給をする
◎感染を広げないためにも、マスクを着用する
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】12月12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 9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】11月29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 

★科学の広場★★科学の広場★モビールをつくろうモビールをつくろう
【とき】12月 7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】11 月 28 日（木）・29 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

みんなのひろば

【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜 ･祝日休）

令和4年度（2022年度）以降の令和4年度（2022年度）以降の
成人式も20歳を対象に開催します成人式も20歳を対象に開催します
　令和 4年 4月に改正民法が施行されることに
より、成人年齢が現行の 20歳から 18歳に引き
下げられます。真岡市では、18歳の多くが高校
3年生であり、進路の選択に関わる大事な時期
にあたることから、教育的配慮を踏まえ、民法
改正後についてもこれまでどおり 20歳を対象に
1月に成人式を開催します。式典の名称につい
ては今後、公募により決定します。

令和 2年令和 2年 真岡市成人式 真岡市成人式
保護者の方へ観覧席をご用意しました保護者の方へ観覧席をご用意しました
観覧を希望される方は整理券が必要です。
【配布枚数】成人者世帯につき1席、先着100席
【整理券の配布】生涯学習課にて、12月 6日（金）
から配布します。（8:30 ～ 17:15）
※定員になり次第終了
※日曜・祝日、年末年始（12/28 ～
1/5）は配布しておりません。

【成人式当日】整理券を受付に提出してください。
整理券をお持ちでない方は入場できません。

※式典が始まってからの入退場はできません。

真岡市建築賞真岡市建築賞推薦・応募作品募集推薦・応募作品募集
【対象建築物】市内の優れた景観の創出に寄与し
ている建築物（住宅、店舗、公共・公益施設、
事務所、工場等）で、平成26年 4月 1日～平
成31年3月31日の期間中に新築、増改築、改修・
模様替え・リフォーム等の工事が完成したもの

【対象者】市民、建築主、設計者、施工者等から
の推薦・応募 ※建築主、設計者、施工者以外
の推薦は、建築主の承諾を得て、建築主、設
計者、施工者との連名で申し込み

【申し込み】12 月 20 日（金）までに、
市HPまたは下記窓口に設置してある
「推薦・応募用紙」を記入し、必要書類を
添付の上、メール、郵送、持参にて受付

【申し込み・問い合わせ】 〒321-4395真岡市荒町5191
　建設課建築係　☎ 83-8150 FAX83-6240
　Eメール：kensetsu@city.moka.lg.jp

▲ 市 HP　 QRコード

◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
※11/29（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ☎82-8844

10日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
受付時間 9:00 ～ 11:30

3、17、24日（火）
9:00 ～ 12:00

（最終受付 11:30 まで）
行政相談 行政への意見 ･要望10日（火）9:00～12:00
◆二宮コミュニティセンター

行政相談 行政への意見 ･要望 3日（火）9:30～11:30
◆市公民館山前分館

心配ごと相談 10日（火）9:00～12:00
（最終受付 11:30 まで）

【問い合わせ】
行政相談・情報政策課広報広聴係 ☎ 83-8100
その他・社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 12 月の各種相談日

●真岡共同高等産業技術学校 令和2年度入校生募集
建築に関する技能修得、技術向上を目指して職業

訓練を行っています。新規学卒者をはじめ、現在事
業所で働いている方、男女・経験を問わず入校生を
広く募集しています。気軽にご相談ください。【学科・
定員】木造建築科（定員10人・期間 3年間）、建築
設計科（定員10人・期間 2年間）【対象】各学科に
関連する事業所等に就職または就職予定の方（関連
事業所勤務でない方もご相談ください）【特典】訓
練終了時の技能照査に合格すると「技能士補」とな
ります。また、2級技能士検定（国家試験）受験の
際、学科試験免除。【募集期間】令和 2年 2月 1日
～ 3月 15 日【入校時期】令和 2年 4月【入学金】
10,000 円【授業日】毎週土曜日午後1時～ 6時 30
分（授業風景・訓練状況などは、学校の Facebook
をご覧ください）【申し込み・問い合わせ】真岡共
同高等産業技術学校 （真岡市八條 106-1）☎ 83-
3201、FAX83-3850（火曜～土曜、9:00～ 15:00）


