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人間ドック・脳ドック人間ドック・脳ドック料金の助成料金の助成
◆国民健康保険加入者◆
　受診日に、満 35歳以上 75歳未満の方で、国
民健康保険税を完納していること。
◆後期高齢者医療制度加入者◆
　受診日に、満 75 歳以上の方（ただし、満 65
歳以上で障害認定を受けた方も含む）で、後期
高齢者医療保険料を完納していること。
【申込手順】①検診機関に直接申し込み②予約し
た受診日・検診内容等を国保年金課または二
宮支所へ連絡③後日送付される受診券と被保
険者証を持参の上、検診機関で受診

※検診機関の窓口では、個人負担額（検査料金
から市の助成金を除いた額）をお支払いくだ
さい。市の助成金は受診費用の（税抜きの 2
分の 1）の上限 2万円です。

※人間ドックを受診する 40歳以上の方は、検診
結果を市に通知することで、特定健診・健康
診査を受診したことになりますので、対応可
能な検診機関で受診される際は受診券の同意
欄に署名・押印をお願いします。同意いただ
けない場合は、助成の対象外になります。

◉対応医療機関、検診内容、料金等は、
　市HPで確認ください。
【問い合わせ】国保年金課
　国民健康保険係　☎ 83-8123 
　高齢者医療係　☎ 83-8593 FAX 83-6205
二宮支所　☎ 74-5004 FAX 74-1250

乳幼児健康診査《2月》乳幼児健康診査《2月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診
13日（木）R1年 9月 11日～R1年 9月 23日生

27日（木）R1年 9月 24日～R1年 10月 12日生

9カ月児健診 14日（金）H31年 4月 21日～R1年 5月 10日生

1歳 6カ月児
健診

7日（金）H30年 7月 7日～H30年7月25日生

21日（金）H30年 7月 26日～Ｈ30年 8月14日生

3歳児健診
4日（火）H29年 1月 1日～H29年 1月 24日生

18日（火）H29年 1月 25日～H29年 2月 9日生
2歳児歯科検診 17日（月） H30年 2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。
2 月の「マタニティ・子育て相談会」2 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】12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

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《2月》サロン《2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（祝日除く）
午前 9時～午後 5時

第二子育て
支援センター

月～金（祝日除く）
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）

5・12・19・26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（3・14・26日午後・
19日・祝日除く）
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
26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

5日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会
6日（木）午前 10時～ 子育て健康相談
20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
3 日（月）午前9時30分～ 豆まき集会
7・14・21
28日（金）午前 11時～ 体育あそび

18日（火）午前 11時～ リズム遊び

27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

   2 月 2 月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ　

 5日（水）午前10時
～11時

青年女性会館
15日（土） 二宮コミュニティセンター
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（上半身 2種類、L判 縦 13cm
×横 9cm以内）、本人確認書類（運転免許証等）

【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234

科学教育センター科学教育センター22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】1日、8日、15日、22日、29日
　（毎週土曜日）①午前11時～②午後1時30分～
※ 1日は、①のみの投影　※途中入場不可
※開始 5分前にはご入場ください
【内容】当日の星座解説、冬番組「宙ｶﾞｰﾙ☆篠原
　ともえのﾚｯﾂｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ」（投影時間約50分）
　1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

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、受診券をお持ちの方は早めに受診して
ください。新たに施設検診を希望の方は、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。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

市HPQRコード

市民市民
講座講座

初心者の水彩画　中高年の方、歓迎！
静物画を描こう

【とき】2/14、2/21、2/28、3/6、3/13
　（毎週金曜日、全 5回）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】市公民館中村分館
【対象】市内在住または在勤の成人の方 先着15人
【受講料】300円（材料費）
【持ち物】水彩用絵の具、古タオル1本、2Ｂの鉛筆水彩用絵の具、古タオル1本、2Ｂの鉛筆
※絵具、筆、パレット、水入れは貸出もあります。※絵具、筆、パレット、水入れは貸出もあります。
市民市民
講座講座 尺八を吹こう

【とき】2/15、2/22、2/29、3/7、3/14
　（毎週土曜日、全 5回）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】市公民館中村分館
【対象】市内在住または在勤の成人の方 先着10人
【持ち物】尺八（お持ちでない方は、貸し出しあり）
【受講料】500円（テキスト代）
【申し込み】静物画を描こう・尺八を吹こう共に、
2月4日（火）～8日（土）に、下記にて電話で受付

【問い合わせ】市公民館中村分館（8:30~17:15）
　☎ 82-2902 （日曜・月曜・祝日休）

「市民のつどい」開催「市民のつどい」開催
女性が創る地域と未来女性が創る地域と未来

　誰もが生き生きと輝いて活躍できる地域づく
りをみんなで考えていきましょう。
【とき】2月 1日（土）午後 1時 30分から
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】佐久間 幸子 氏　【入場料】無料
【主催】真岡市女性団体連絡協議会
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

申込不要申込不要

みんなのひろば

●年に一度は人間ドックで健康チェック
　見た目だけでは分かりません。人間ドックを受け
て健康を確認しましょう。自治医科大学検診セン
ターでは、随時受付中です。2月・3月は、まだ空
きがありますので、お早めに申し込みください。【申
し込み・問い合わせ】自治医科大学検診センター☎
44-2100（10:00 ～ 16:00）

●ジョブモール応援隊セミナー＆巡回相談会
　労働者のためのジョブモール応援隊セミナー＆巡
回相談会を開催します。セミナーのみ、相談会のみ
の参加も可能です。（要予約）【とき】2/20（木）【と
ころ】栃木県庁河内庁舎【内容】①とちぎジョブモー
ル応援隊セミナー10:30～12:00《テーマ》「働く人」
も知りたい働き方改革関連法のポイント（残業時間、
有給休暇、同一労働同一賃金のお話）～労働者の立
場から見た改正労働基準法、同一労働同一賃金につ
いて～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）および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【参
加料】無料【申し込み】2/18（火）17:00 までに、
下記にて電話で受付ください。【問い合わせ】宇都
宮労政事務所☎ 028-626-3053

●税理士会が行う還付申告無料税務相談
【とき】2/5（水）10:30 ～ 16:00（昼休有）【とこ
ろ】真岡市子ども広場研修室（真岡駅 3階）また
は税理士会真岡支部各会員事務所【対象】事業所得、
譲渡所得、不動産所得等のある方を除く次の方①年
金受給者の方②給与所得者で医療費控除を受ける方
③年の中途で退職された方【申し込み・問い合わせ】
税理士会真岡支部☎ 82-3615 ※要事前申込

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。
すこやかカフェすこやかカフェ【JAはが野福祉センター】

【とき】2月 19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】認知症の方への対応、認知症相談
【申し込み】JAはが野福祉センター
　（☎83-2294）にて電話で受付【参加料】無料
ウエルカフェウエルカフェ【ウエルシア真岡高間木店】

【とき】2月 17日（月）午前 10時～ 11時
【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
【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

●真岡共同高等産業技術学校 令和2年度入校生募集
【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】2月 1日～ 3
月 15 日【入学金】10,000 円【授業日】毎週土曜
日 13:00 ～ 18:30【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）

●放送大学入学生募集のお知らせ
　放送大学では、4月入学生を募集しています。10
代から 90代の幅広い世代、約 9万人の学生が、大
学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざま
な目的で学んでいます。約 300 科目の幅広い授業
があり、1科目から学ぶことができます。資料を無
料で配布していますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。【出願期間】（第 1回）2/29（土）まで（第
2回）3/17（火）まで【問い合わせ】放送大学栃
木学習センター☎ 028-632-0572


