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乳幼児健康診査《7月》乳幼児健康診査《7月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 10日（金）R2年 1月 12日～R2年 2月 6日生

9カ月児健診
3日（金）R1年 8月 14日～R1年 9月 6日生

31日（金）R1年 9月 7日～R1年 10月 2日生
1歳 6カ月児
健診 17日（金）H30年 9月 22日～H30年10月14日生

3歳児健診
7日（火）H29年 3月 7日～H29年 3月 31日生

28日（火）H29年 4月 1日～H29年 4月 28日生

2歳児歯科 13日（月）H30年 3月 1日～H30年 4月 8日生
20日（月） H30年 7月生まれ

【受付時間】午後 1時～ 1時 40分
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】問診票、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）

【その他】3歳児健診は、尿検査があります。対
象者の方には個別で通知を送付していますの
で、詳細は通知をご確認ください。

7 月の「子育て相談会」7 月の「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 子どもの栄養相談 要予約
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳　
※新型コロナウイルスの感染状況等に
　より、　変更となる場合があります。
【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《7月》サロン《7月》
　日程等、変更になる場合がありますので、参加
の際は、市HPや問い合わせ先にて確認ください。
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）
9:00～11:30、12:30～16:15

第二子育て
支援センター

月～金（祝日除く）
9:00～11:30、12:30～16:15

二宮地域サロン
（二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

1・8・15・22日（水）
9:00～11:45

にのみや保育園
子育て
支援センター

月～金（10日 ･31 日午後、
2日、15日、祝日除く）
9:00～12:00、13:00～15:00

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
9日（木）10:45～※予約制 あつまったらリトミック
29日（水）メダルプレゼントのみ 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

1日（水）メダルプレゼントのみ ぴよぴよ　お誕生会
28日（火）10:00～※予約制 子育て健康相談
【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
8日（水）11:00 ～ リズム遊び
【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター
　☎ 73-2200

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

両親学級のご案内両親学級のご案内
　沐浴（もくよく）体験、妊婦疑似体験などを行います。
【とき】7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】　6月 26日（金）午前 9時から、
　電話で受付
【問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

真岡すくすく子育て相談室〔7月〕真岡すくすく子育て相談室〔7月〕
～産前・産後サポート事業～～産前・産後サポート事業～
　妊娠、出産、子育ての不安、日頃の悩みについ
て助産師・保健師等がお話を伺い、安心して出産・
子育てが出来るようサポートしていきます。
【ところ】総合福祉保健センター
  ママと赤ちゃんの相談  ママと赤ちゃんの相談 ※要予約
【とき】7月 8日（水）
【時間】午前9時30分～11時30分（受付11時まで）
【対象】産後 4カ月までのママと赤ちゃん
【内容】授乳相談、育児相談【持ち物】母子健康手帳

妊婦さんの相談妊婦さんの相談 ※要予約
【とき】7月 9日（木）
【時間】午後1時30分～4時（受付3時30分まで）
【対象】妊娠中の方
【内容】マタニティエクササイズ・個別相談
　妊娠・出産のアドバイス【持ち物】母子健康手帳
【問い合わせ】真岡市子育て世代包括支援センター
　（こども家庭課母子健康係内）
　☎ 83-8121 FAX82-2340

す。

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、何か特別なことをするの
ではなく、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】7月8日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館二宮分館　202会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【受講料】無料
【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もおか）☎83-8132 FAX83-6335
  （地域包括支援センターにのみや）☎74-5139（FAX兼）

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会巡回相談会＆＆巡回セミナー巡回セミナー
【とき】7月 16日（木）【ところ】真岡商工会議所
①とちぎジョブモール巡回セミナー10:30～12:00
　『就活でみられるマナー・コミュニケーション』
　講師：ジョブモールキャリアカウンセラー
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）13:00 ～ 16:00
　就職活動やスキルアップに関するアドバイス、
職業適正診断、履歴書の書き方や面接の受け
方のアドバイス

③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

　セカンドライフや生涯学習に関するアドバイ
ス、ボランティアや就労などの社会参加活動
に関するアドバイス

【申し込み】7月 14 日（火）午後 5時までに、
下記にて電話で受付　【参加料】無料

【問い合わせ】商工観光課勤労者係
　☎ 83-8134 FAX83-0199

戦没者等の遺族に対する戦没者等の遺族に対する
特別特別弔慰金弔慰金（第11回特別弔慰金）（第11回特別弔慰金）

が支給されますが支給されます
【支給の対象者】令和2年4月1日において、恩給
法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金を受ける方（戦没者等の妻や父
母等）がいない場合に、次の順番による先順位の
ご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1. 令和 2年 4 月 1 日までに戦傷病者戦没者遺族
等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等と生計関係を有していた①父母②孫③
祖父母④兄弟姉妹（戦没者等と生計関係を有し
ていなかった方、令和 2年 4月 1日において婚
姻により姓が変わっている方、または遺族以外
の方と養子縁組をしている方は除かれます）
4. 上記 3以外の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
5. 上記１から４以外の三親等内の親族（戦没者等
の死亡時まで引き続き 1年以上生計関係を有し
ていた方に限られます）

【支給内容】額面 25 万円　5年償還の記名国債
【請求期限】令和 5年 3月 31日まで
【申し込み】事前に連絡の上、下記窓口にて受付
※提出書類については、戦没者およびご遺族の状
況により異なりますので、問い合わせください。

【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943 FAX83-8554

第 63回第 63 回日本舞踊発表会日本舞踊発表会
　華やかで気品のある日本舞踊を披露します。
【とき】7月 5日（日）午前 10時開演
　（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール　
【入場料】無料　【主催】真岡日本舞踊会
※終演後大抽選会があります。
※当日、出場者を含め先着 100 人の入場制限
を行います。また、今後の新型コロナウイル
ス感染拡大の状況によっては、中止となる場
合がありますので、ご理解・ご協力をお願い
します。なお、来場の際には、当日朝の検温
およびマスクの着用をお願いします。

【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7732 FAX 83-4070

ます。

ル　

ひきこもりに関する相談会ひきこもりに関する相談会
　子ども若者・ひきこもり総合支援センター「ポ
ラリス★とちぎ」が相談会を開催します。
　ひきこもる家族にどう声をかけたら
いいのか、将来が心配など、当事者の
みで悩まず、ぜひご相談ください。
【とき】7月 16日（木）、8月 20日（木）
　①10:00 ② 11:00 ③ 13:00 ④ 14:00
【ところ】総合福祉保健センター
【申し込み】相談日の 3日前までに、下記にて電
話で受付（各時間 1組）
※相談には、ひきこもりサポーターが同席します。
【問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

モオカの休日7月モオカの休日7月のの開催開催
【ところ】観光まちづくりセンター

と　き 内　容（主催） 参加料
2日（木）、16日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

4日（土）、18日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

9日（木）、23日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

※コロナウイルス感染症の状況により、中止と
なる場合があります。

家庭でのマスクの捨て方家庭でのマスクの捨て方
　「ごみ袋の中に捨てられているマスク等から新
型コロナウイルスに感染しないか心配」との声
を聞きますが、環境省からの通知では、ごみ袋
等に入れ、しっかり封をしてから
排出するなど適正に処理を行え
ば、廃棄物から新たに感染する恐
れはないと考えられています。
　もえるごみを出す際は、「ごみ
袋いっぱいまで入れない」「ごみ
袋はしっかりしばって封をする」
を心がけてください。
【問い合わせ】環境課ごみ減量係
　☎ 83-8126 FAX83-5896


