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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

　ボールを使用した運動やストレッチを行い、バ
ランス能力を高め、転倒予防に取り組みましょう。
【とき】 1 月 6日（月）開始、毎週月曜日（全 8回）
　午前 9時～ 10時
【ところ】真岡井頭温泉 ifi tness
【対象】65歳以上の市民の方　先着 15人
※今年度 11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

クリスマスファミリーコンサート
お子さんと一緒に音楽をとおして
楽しいクリスマスを過ごしませんか

【とき】12月14日（土）午前10時30分から
【ところ】第一子育て支援センター
【対象】就学前のお子様とその保護者　
【申し込み】不要。直接会場へお越しください。
【問い合わせ】第一子育て支援センター
　☎ 84-1545 （FAX兼）

参加費参加費
無料無料
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【とき

第 6 回 歴史教室第 6 回 歴史教室
地域史料からみた地租改正地域史料からみた地租改正
～坂入源左衛門とその活動～～坂入源左衛門とその活動～

【とき】12月 14日（土）午前 10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】直井 康幸 氏（栃木県立文書館職員）
【参加料】無料　【申し込み】不要
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】1月9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 10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】12月20日（金）午前9時から電話受付

・

両親学級のご案内両親学級のご案内
　沐浴体験、妊婦疑似体験などを行います。
【とき】1月11日（土）午前9時30分～11時30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦　先着15組
　（おおむね妊娠28週以降 ）
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】12月20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

認知症カフェ 
　認知症カフェとは、同じ悩みを抱えた方たち
が集まり、ほっとする時間を共有できる場です。

カフェますとくカフェますとく
【とき】12月 25日（水）午後 2時～ 3時
【ところ】グループホームますとく（京泉2203-20）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】クリスマス会　【参加料】無料
【申し込み】グループホームますとく
　（☎ 81-5775）　にて電話で受付

ウエルカフェウエルカフェ
【とき】12月 23日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】ウエルシア真岡高間木店
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症相談　【参加料】無料
【申し込み】下記にて電話で受付
【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

乳幼児健康診査《1月》乳幼児健康診査《1月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 16日（木）R1年 8月 14日～R1年 9月 10日生

9カ月児健診
10日（金）H31年 2月 23日～H31年3月15日生

30日（木）H31年 3月 16日～H31年4月20日生
1歳 6カ月児
健診 17日（金）H30年 6月 16日～Ｈ30年 7月6日生

3歳児健診 21日（火）H28年 12月 7日～H28年12月31日生
2歳児歯科検診 27日（月） H30年 1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。
1 月の「マタニティ・子育て相談会」1 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】8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

久保貞次郎久保貞次郎のの本本をを無償提供無償提供
　市が所蔵している久保貞次郎の蔵書を多くの方
に読んでいただくため、無償で配布します。
【期間】令和 2年 3月 30日（月）まで
【配布場所】久保記念観光文化交流館
　　　　　  真岡市まちかど美術館
【問い合わせ】文化課
 　☎ 83-7731 FAX83-4070

～新年も健やかな年でありますように～～新年も健やかな年でありますように～
健診追加実施のご案内健診追加実施のご案内
  令和元年度にまだ健診がお済みでない方は、下記の
日程で追加健診を実施します。ぜひ受診ください。
【受付】午前8時～10時【定員】各日先着250人

  と　き  と　き ところところ
1月21日（火）、22日（水）総合福祉保健センター
1月23日（木） 二宮コミュニティセンター
【自己負担金】特定健診：国保加入者無料
　（人間ドックとの両方は受診できません）
　胃がん：400円
　肺がん・大腸がん・前立腺がん：各 100円
【対象】40 歳以上の市民（ただし、特定健診は
国保加入者、前立腺がんは 50歳以上の男性）

【申し込み】1 月 14 日（火）までに、
下記電話、FAX、メール、または集団
健診予約サイトにて受付

【申し込み・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

予約サイトQRコード

1 月の女性がん集団検診1月の女性がん集団検診
新たに施設健診を希望の方は、下記へ連絡く

ださい。検診は、集団か施設のどちらか年度内
1回です。　【受付】午後 1時～ 2時
と　きと　き ところところ

16 日（木） 二宮コミュニティセンター
22日（水） 総合福祉保健センター
※詳細は、市のホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

市HPQR ｺｰﾄﾞ

みんなのひろば
●芳賀地方花の展覧会を開催します
　当地域で生産された品質の良い花たちが一堂に会
する花の展覧会を開催します。芳賀地方の切り花、
鉢花の販売や展覧会出品物の予約即売も行います。
また、地元学生などによるフラワーアレンジ作品の
展示や、寄せ植え体験教室を同時開催いたします。
地域のご当地キャラクターも登場予定です。ぜひ、
ご来場ください。【とき】12月 21日（土）9:00 ～
14:00【ところ】井頭フレッシュ直売所「あぐ里っ
娘」【主催】芳賀地方花き振興協議会【問い合わせ】
芳賀農業振興事務所経営普及部内☎ 82-3074

 
た方たち

科学教育センター科学教育センター
プラネタリウム冬の夜間特別公開プラネタリウム冬の夜間特別公開
冬の星空めぐり

【とき】12月 20日（金）
　午後 7時から（投影時間約 50分）
※開始 5分前には入場ください ※途中入場不可
【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

ドキドキ！わくわく！　ドキドキ！わくわく！　
クリスマスおたのしみブック

　クリスマスにお薦めの本をラッピングして貸し
出します。どんな本が包まれているかはお楽しみ。
【とき】12月 14日（土）～ 24日（火）
【ところ】二宮図書館 カウンター前特集コーナー
※本に限りがあるため先着順です。
※貸し出し期間は 2週間・１人 1点まで
【問い合わせ】二宮図書館　☎ 74-0286

ちょっと豪華なクリスマス会ちょっと豪華なクリスマス会
　読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、工作
などを行い、クリスマスを楽しみましょう。
【とき】12月 22日（日）午後 1時～ 2時 30分
【ところ】市立図書館　こどもおはなし室
【定員】無し、どなたでも参加できます。
【申し込み】不要　【参加料】無料
※工作は、材料がなくなり次第締め切り、乳幼
　児は保護者同伴
【問い合わせ】図書館☎ 84-6151 FAX83-6199
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真岡市立真岡市立
図書館図書館
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都市計画変更（案）都市計画変更（案）のの縦覧縦覧
　宇都宮都市計画地区計画の変更（案）につい
て（下高間木地区）縦覧できます。
【縦覧期間】12月 27日（金）まで
　（土曜・日曜を除く、8:30 ～ 17:00）
【縦覧場所・問い合わせ】都市計画課計画係
　☎ 83-8152 FAX 83-8879

利用しましょう！利用しましょう！無料無料クーポン券クーポン券
　次の年齢の方は、クーポン券の利用で年度内
1回に限り、市で実施している大腸がん検診・
女性がん検診（子宮がん・乳がん）の自己負担
金が無料になります。対象者の方には、5月末
に無料クーポン券をお送りしました。無料で受
けられるこの機会に、ぜひお申し込みください。

大腸がん検診大腸がん検診
対象となる生年月日クーポン対象者のみ
昭和 53年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日生
【受診方法】2日分の便を採って、提出するだけ
の簡単な調査です。検査容器をお送りします
ので、下記へ申し込みください。

【検体提出日】12/18（水）、12/19（木）、1/14（火）
1/15（水）、1/20（月）、1/21（火）、1/22（水）、
2/3（月）

【提出場所】健康増進課
　午前 8時 30分～正午 /午後１時～午後４時

女性がん検診女性がん検診
検診 対象となる生年月日 年齢
子宮
頸がん 平成10年4月2日～平成11年4月1日 21歳

乳がん 昭和53年4月2日～昭和54年4月1日 41歳

【実施期限】令和 2年 2月 29日（土）まで
※ 1、2月には混雑が予想されますので、早めの　
　予約・受診をお願いします。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619


