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バリアフリー映写会バリアフリー映写会
　『博士の愛した数式』（117 分）を上映します。
視覚や聴覚に障がいのある方でも一緒に楽しめ
る、日本語字幕と音声ガイド付きの上映です。
【とき】11月 30日（土）午後 1時 30分から
【ところ】二宮分館 3 階 304 ギャラリー
【定員】30人（どなたでも参加可）
【申し込み】不要【入場料】無料
【問い合わせ】二宮図書館　☎ 74-0286

真岡市まちかど美術館　常設企画展真岡市まちかど美術館　常設企画展
 靉靉
あ い お うあ い お う

嘔嘔 虹のはじまりを探して虹のはじまりを探して
　“虹のアーティスト”として国際
的に活躍している靉嘔のパワフル
でユーモラスな作品を紹介します。
【開催期間】1月 6日（月）まで【入場料】無料
【休館日】毎週火曜日、12月29日（日）～1月3日（金）
【問い合わせ】まちかど美術館☎080-8736-3984

みんなのひろば
● 11（いい）月 30（みらい）日は「年金の日」
年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来

の生活設計について考えてみませんか。「ねんきん
ネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年
金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額に
ついて、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの
試算をすることもできます。「ねんきんネット」に
ついては、日本年金機構のホームページで確認いた
だくか、下記へお問い合わせください。【問い合わせ】
宇都宮東年金事務所☎ 028-683-3211

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
落ち葉のプールを作って遊ぼう落ち葉のプールを作って遊ぼう
　熊手で雑木林の落ち葉をかき集め、大きな山
を作ってプールにします。ふかふかの落ち葉の
中へ飛び込んで、楽しく遊びます。
【とき】12月 14日（土）午前 10時～正午
【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】汚れても良い服装、
　防寒具（手袋、あれば毛糸の帽子）
【申し込み】11月 30日（土）から、下記にて電
　話で受付（8:30 ～ 17:15）【参加料】無料
【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）

着 人

市民市民
講座講座

お正月用　
フラワーアレンジメント

【とき】12月 27日（金）午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方 先着 40人
【受講料】3,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用ハサミ
【申し込み】12月 3日（火）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）

傾聴（お話を聞く）ボランティア傾聴（お話を聞く）ボランティア
養成講習会受講者募集養成講習会受講者募集
　高齢の方等のお話を聴く、傾聴ボランティア
を養成し、対象となる方々の心の健康増進を図
ることを目的に開催します。（計 5回）
【とき】1月29日、2月5日、12日、19日、26日
　◆ 1月 29日、2月 5日 ･･･ 午前 9時から
◆2月12日、19日、26日 ･･･午前10時から

【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】講習会終了後、市で傾聴ボランティアと
して活動する意思のある方　10人

※修了証は5日間の全日程を受講した方のみ交付
【申し込み】1月 10日（金）までに、下記窓口
　または電話にて受付　【受講料】無料
【申し込み・問い合わせ】社会福祉協議会地域福祉係
　☎ 82-8844 FAX82-5516

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《12月》サロン《12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（28～ 31日除く）
午前 9時～午後 5時

第二子育て支援センター 月～金（28～ 31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）

4・11・18・25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（2・6・23日午後、
3・17・18・24・28～
31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
10日（火）午前10時45分～ リズムであそぼう

14日（土）午前10時30分～ クリスマスファミリーコンサート
25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

4日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会
10日（火）午前 10時～ 子育て健康相談
19日（木）午前10時45分～親子で楽しくふれあい遊び

【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
13・20・
27日（金）午前 11時～ 体育あそび

19日（木）午前 11時～ リズム遊び
23日（月）午前 10時～ クリスマス会
26日（木）午前10時30分～ベビーマッサージをしよう

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎73-2200

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】  1 ～ 2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】12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】“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 

真岡市在宅医療・介護連携推進事業 市民講演会真岡市在宅医療・介護連携推進事業 市民講演会
最期まで自分らしく生きるために…最期まで自分らしく生きるために…

死から学ぶ「生」死から学ぶ「生」
　緩和ケア医・在宅医の奥野滋子先生の講話を
聞いて、自分らしい人生の終わり方について考
えてみませんか。家族や友人と「死」について
語ることの大切さや、今を大切に生きることな
ど、在宅医療の可能性について学びましょう。
【とき】12月 21日（土）
　午前 10時 30分 開演（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【対象】市内在住の方　先着 300人
【申し込み】下記にて電話で受付 【入場料】無料
【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
　芳賀郡市医師会　☎ 82-3185

ラリー

二宮二宮
図書館図書館

ボードゲームin図書ボードゲームin図書館館
　ルールを知らなくても大丈夫。色々な方と交
流しながらアナログゲームを楽しもう。
【とき】12月 1日（日）午後 1時～ 5時
【ところ】市立図書館　2階会議室
【対象】10歳以上の方　【定員】無し
【申し込み】不要　【参加料】無料
【問い合わせ】図書館☎ 84-6151FAX83-6199

真岡市立真岡市立
図書館図書館

時

3 6199

女性がん（子宮・乳がん）施設検診女性がん（子宮・乳がん）施設検診
　新たに施設健診を希望の方は、下記へ連絡くだ
さい。終了間近は大変混み合いますので、受診券
をお持ちの方は早めに受診してください。なお、
健診は、集団か施設のどちらかで年度内1回です。
【実施期間】令和2年2月29日（土）まで※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸部がん検査のみ 800円

30歳以上

子宮頸部がん
および体部がん検診

（体部がん検診は医師が必
要と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部がん
のみは
800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上で
ﾏﾝﾓｸ゙ ﾗﾌｨを希
望しない方

40歳～49歳 視触診
マンモグラフィ（2方向） 600円

50歳以上 視触診
マンモグラフィ（1方向） 500円

【対象医療機関】

子
宮
が
ん
検
診

医療機関 【★は要予約】 電話番号電話番号
岡田・小松崎クリニック 84-1941
小菅クリニック　 ★ 84-3511
柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院
月～金曜日の午前 11時までに受付  82-2195

ひがのクリニック　 ★ 74-0051
西真岡ｱｸｾﾌ ﾄ゚ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾘﾆｯｸ ★ 80-1000

乳
が
ん
検
診

医療機関 【★は要予約】 検査内容 電話番号
金子医院 ★ ①・② 83-2818
亀山クリニック ★ ①・② 83-3212
鬼怒ヶ丘クリニック ★ ①・② 84-1124
小菅胃腸外科クリニック ★ ① 83-8611
高野医院 ★ ① 82-3162
芳賀赤十字病院
社会課で予約 ★ ② 82-2195
福田記念病院 ★ ① 84-1171
ふじた外科内科クリニック ★ ①・② 80-2877
柳田外科肛門科医院 ① 82-5525
芳賀中央クリニック ① 028-677-5581

※検査内容：①※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

HIV/エイズ夜間検査HIV/エイズ夜間検査をを実施実施
　 12月 1日は“World AIDS Day”（世界エイズ
デー）です。これにあわせてエイズ検査の機会を
拡げ、エイズのまん延を防止することを目的とし
て、HIV/エイズ夜間検査を実施します。エイズ予
防と早期発見のために、ぜひご活用ください。
【とき】12月3日（火）午後5時30分～7時 30分
【ところ】栃木県県東健康福祉センター　　　　
【申し込み】予約不要、匿名で受けることができま
す。当日直接お越しください。費用は無料です。

【その他】正しい検査のためには、感染の機会か
ら 12 週間以上経過していることが必要です。
また、梅毒の同時検査も受け付けます。

【問い合わせ】栃木県県東健康福祉センター
　健康対策課感染症予防 ☎ 82-3323
健康増進課健康支援係 ☎81-6946 FAX83-8619

オピママなかよしコンサートオピママなかよしコンサート
　 親子で一緒に楽しめる音楽会です。
　　　　　　　～　内容　～
★ピアノ（樋口紗也香・小川恵梨子）　　　　
　　ソプラノ（黒羽律子・小倉温子）
　★オペレッタ『ねんころかめのこもりうた』　
　★ピアノといっしょにみんなで歌おう
【とき】12月 8日（日）
　午後 1時 30分開演（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【申し込み】不要【入場料】無料
【問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

　 　

●第 42回民話美寿々会「もおか」支部
　～町おこし民話語り～
【とき】12 月 7日（土）午前 10 時～ 11 時（入場
無料）【ところ】市立図書館 2階【内容】≪一部≫『二
宮金次郎こぼればなしパートⅡ』≪二部≫『約束と
友情』【問い合わせ】支部長 佐藤 ☎ 84-4824


