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認知症カフェ 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。
あったカフェあったカフェ【共生型医療福祉施設 田井の里】
【とき】1月17日（金）午後1時30分～3時30分
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】レコードコンサート　【参加料】200円
【申し込み】共生型医療福祉施設 田井の里
　（☎ 81-6500）にて電話で受付
木綿カフェ木綿カフェ【グループホームエフビー木綿の郷】
【とき】1月 22日（水）午後 2時～ 3時
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】コタツ deお茶会、相談【参加料】無料
【申し込み】グループホームエフビー木綿の郷
　（☎ 81-3880）にて電話で受付
【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

た方たち

1 月に 70 歳を迎える方へ1 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

　1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 25年 1月 31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。1月に申請された方への温泉券の交付
枚数は、3枚（3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

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、認知症の人や家族に対する理解
者になることです。お気軽にご参加ください。
【とき】1月22日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 7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】下記窓口または電話にて受付
【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

バスで行くスキー教室バスで行くスキー教室 
【とき】2月2日（日）午前5時15分 総合体育館前集合
【ところ】会津高原たかつえスキー場
【対象】市内在住または勤務の方  先着 35人
※小学生以下は保護者同伴（講習会は小学生以上）
【参加料】小学生以上 2,000 円、幼児 500円
　（保険代含む、リフト代別）
【申し込み】1月19日（日）までに現金を
添えてイリエスポーツへ直接申し込み。
（電話不可）1月20日（月）以降のキャン
セルは、キャンセル料50％がかかります。
※フリー滑走やそり遊びもできます。ただし、
スノーボードは不可。【主催】真岡スキー連盟

【申し込み】イリエスポーツ（台町） ☎ 82-2786
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811

春の七草摘み春の七草摘みとと七草粥作り七草粥作り
【とき】1月 25日（土）午前 9時～午後 1時　
【ところ】市公民館大内分館および周辺の水田など
【募集人数】先着30人（親子での参加歓迎）
【参加料】1人 300 円（当日集金）
　※つり銭のないようにお願いします
【持ち物等】軍手、ビニール袋、除草用の鎌または
スコップ、エプロン、長靴（ぬかるみを歩くため）

【申し込み】1月 14日（火）～ 23日（木）までに、
　下記窓口または電話にて受付
【問い合わせ】真岡の自然を守る会事務局（真岡西分館内）
　☎ 84-6781 FAX 84-6936（日曜・月曜・祝日休）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
カブトムシのすみかづくりカブトムシのすみかづくり
  落ち葉を集めて、すみかとなる堆肥場を作ります。
【とき】1月 19日（日）午前 9時 30分～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】汚れても良い動きやすい
服装、長靴、軍手　【参加料】無料

【申し込み】1月11日（土）から、【申し込み】1月11日（土）から、下記にて電話で受付
【問い合わせ】根本山自然観察センター （8:30~17:15）
　☎83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）1・2月は1・2月は「はたちの献血」「はたちの献血」

キャンペーン月間ですキャンペーン月間です
冬期は血液が不足しがちです。新成人の皆さん、

「はたちの記念」献血へのご協力をお願いします。
【会場】 栃木県赤十字血液センター、う
つのみや大通り献血ルーム、 各市町
の献血会場（公式HP参照）

※詳しくは、公式HPをご覧ください。
【問い合わせ】
　栃木県赤十字血液センター☎ 028-659-0111
　健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

公式HPQRコード

令和元年度の令和元年度の女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
検診は受けましたか？検診は受けましたか？

　施設検診の有効期限は 2月 29 日（土）まで
のため、集団検診を 3月 1日（日）、6日（金）
に追加で実施します。検診は、集団か施設のど
ちらか年度内 1回です。

令和元年度　令和元年度　女性がん集団検診女性がん集団検診
ときとき（受付：午後1時～2時）（受付：午後1時～2時） ところところ
1/22（水）、2/12（水）、
3/1（日）、3/2（月）、3/6（金）総合福祉保健センター

2/4（火） 二宮コミュニティセンター

検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診（頸がん） 40歳以上

※ 3/1（日）のみ
30 歳以上

400 円
②乳がん検診
 （超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 400 円

骨密度検診 同日に①・②を受診する方 100 円

令和元年度 令和元年度 女性がん施設検診（医療機関）女性がん施設検診（医療機関）
【実施期間】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＋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 視触診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（2方向） 600円
50歳以上 視触診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（1方向） 500円

【申し込み】検診希望の方は、下記にて事前に受付
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

《第 70 回こらぼ茶話》《第 70 回こらぼ茶話》
みんなでつくるみんなでつくる発酵チョコレート発酵チョコレート
【とき】2月 4日（火）午前 10時～午後 1時
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】市内在住・通勤・通学の方 先着 24人
【講師】一般社団法人ヘルスフードマイスター協会
　山口 由恵 氏　【参加費】1,500 円
【申し込み】下記窓口・電話・FAXにて受付
【問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558（月曜・祝日休）

●すま・切り絵「家紋を切り絵で」作品展
【とき】2月 1日（土）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

市民市民
講座講座 プロ直伝みそづくり講座

【とき】1月 18日（土）午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館大内分館【ところ】市公民館大内分館
【対象】市内在住・在勤で成人の方  先着 65人【対象】市内在住・在勤で成人の方  先着 65人
【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾等【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾等
【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）
【申し込み】現在受付中【申し込み】現在受付中、下記にて電話で受付
【問い合わせ】市公民館大内分館（8:30~17:15）
　☎ 82-2704 FAX 83-6147（日曜・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座
プロから学ぼう!お片付けの基本
~人生を輝かせるお片付けの秘訣~

① 2/6（木）「暮らしを楽にするプチリフォームの話」
② 2/13（木）「時短家事のための楽ちん収納法」
③ 2/20（木）「スタイル分析クローゼット収納」
各回：午後 1時 30分～ 3時
【ところ】市公民館山前分館
【対象】市内在住・在勤の方  先着 20人
【持ち物】筆記用具、片付けたい自宅のキッチン、
クローゼットなどの写真　【受講料】無料

【申し込み】1月15日（水）から、下記にて電話で受付
【問い合わせ】市公民館山前分館（8:30~17:15）
　☎ 82-2802 FAX83-6146（日曜・月曜・祝日休）

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
　わかりやすい講話や演奏で、クラシック音楽
に親しんでみませんか。申し込みは不要です。
【とき】1月 17日（金）
　午後 6時 30分～ 8時（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【講師】オカリナ奏者 中原 蘭 氏【定員】300人
【内容】『楽しいオカリナの世界』【参加料】無料
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

です。

ル

国民年金保険料納付相談会国民年金保険料納付相談会
　保険料納付についてお困りの方や、免除申請・
学生納付特例制度を利用したい方の年金相談に、
宇都宮東年金事務所の職員が応じます。
【とき】1月27日（月）午後 2時～ 7時
【ところ】市公民館 2階　第 3・4会議室　
【問い合わせ】
　宇都宮東年金事務所☎028-683-3211自動音声②
　国保年金課国民年金係 ☎83-8593 FAX83-6205
　二宮支所 ☎ 74-5004 FAX74-1250

円

。

お弁当配送ボランティア募集お弁当配送ボランティア募集
　真岡市社会福祉協議会の調理室から、市内受
給者宅に自家用車でお弁当を配達する、老人給
食サービス配送ボランティアを募集します。
【活動内容】令和2年4月からの第1～4火曜日、
いずれか月 1回（都合が悪い場合は交代可能）

　午前 10時 30分～正午頃まで
【申し込み】1月24日（金）までに、下記にて受付
【問い合わせ】社会福祉協議会 (8:30~17:00)
　☎ 82-8844 FAX 82-5516

いちご摘みいちご摘み＆＆いちごジャム作りいちごジャム作り
　日本一のいちごのまち「もおか」で採れたいち
ごを使って、いちごジャムを作りませんか。
【とき】2月 8日（土）午前 9時～正午
【ところ】道の駅にのみやに集合後、各
自で移動していただき、二宮コミュニ
ティセンターで解散となります。

【募集人数】先着20人【参加費】500円
【申し込み】HPから申請書をダウンロー
ドの上、FAXまたは E ﾒｰﾙにて申し込
みください。1月 24日（金）必着。

【問い合わせ】真岡いちごブランドファンづくり
協議会事務局（農政課園芸畜産係） ☎ 83-8139 
FAX83-6208 E ﾒｰﾙ :ichigo@city.moka.lg.jp

HPQRコード

スポーツスポーツ
教室教室

第 2 回 初心者のための
ZUMBA（ズンバ）教室

【とき】2/4、2/18、2/25（各火曜日、全 3回）
　午前 10時～ 11時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】市内在住または通勤の一般女性 先着20人
【持ち物等】運動のできる服装、タオル、
　体育館シューズ、飲み物【参加料】無料
【申し込み】1月 14日（火）から、下記
　にて、電話、FAX、Eメールで受付
【問い合わせ】スポーツ振興課（9:00~17:15）
　☎ 84-2811 FAX84-6258
　E ﾒｰﾙ：sports@city.moka.lg.jp  ※FAX・E ﾒｰﾙ
の場合は氏名・住所・電話番号・年齢・性別を明記

料

）


