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市民市民
講座講座

編み物教室
やさしく編めるおしゃれなニット

　ニットベストを作ります。
【とき】9/5、9/19、10/3、10/17、10/31
　（各土曜日、全 5回）午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住・勤務の方 先着 20人
【持ち物等】6号、7号かぎ針、小バサミ
【受講料】1作品 3,300 円前後（材料代）

8 月に 70 歳を迎える方へ8 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
8 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、温泉券を交付します。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 25年 8月 31日以前に生まれた方）　
【交付場所】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。8月に申請された方への温泉券の交付
枚数は、8枚（8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

市民市民
講座講座

はじめてのフラダンス教室
親子での参加も大歓迎

【とき】9/12、9/19、9/26、10/3、10/10、　
　10/17、10/24、10/31（毎週土曜日、全 8回）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住・在勤の方 先着 20人
【持ち物等】運動のできる服装、タオル、
　マスク、飲み物　【受講料】無料

共通事項共通事項
【申し込み】8月 11 日（火）から下記窓口また
は電話にて受付
※新型コロナウイルスの感染状況等により、中
止となる場合があります。

【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日曜・月曜・祝日休）

ヤング健診 ヤング健診 受診者募集受診者募集
　半日もかからず低料金で健康を目に見えるカタ
チにできます。ぜひこの機会にお申し込みください。

と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ
9 月 2日（水） 二宮コミュニティセンター
【受付時間】午前 8時 30分～ 10時 30分
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
　（年齢基準日　令和 3年 4月 1日）
健診の種類（内容）健診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 自己負担金自己負担金

①
ヤング特定健診
（身体計測・腹囲・
血圧・尿中塩分
測定・血液検査）

30～ 39歳の
男女 100人 無料

②

子宮頸がん検診
（頸部がん検査） 30～ 39歳の

女性

75人 400
円

乳がん検診
（超音波検査） 50人 200

円

③ 骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性

当日
申し込み

100
円

※年度内 1回の受診となります。
【申込方法】健診日の2週間前までに、下記へ電話・
FAX・Eメールで申し込みください。

【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

児童扶養手当児童扶養手当のの現況届提出現況届提出
ひとり親家庭医療費受給資格者証更新ひとり親家庭医療費受給資格者証更新
【とき】8月18日（火）、19日（水）午前9時～午後7時
【ところ】市公民館 第 3・4会議室
【対象】児童扶養手当受給資格者、ひとり親家庭
医療費受給資格者　

※一部支給停止適用除外事由届が 6月に送付さ
れた方は、現況届受付時に提出してください。

【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340

認知症家族認知症家族のの介護教室介護教室
　日ごろ、認知症の方を支え、さまざまな症状
に対応しているご家族の方が集い、認知症につ
いて学び、相談し、ほっとできる場を作りました。
① 9 月 14 日（月）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】市公民館 第 7会議室
【内容】講話「認知症について学ぼう」、情報交換
【講師】芳賀赤十字病院認知症疾患医療センター
　認知症認定看護師　佐々木 恵 氏
② 9 月 29 日（火）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】市公民館 第 3・4会議室
【内容】認知症フレンドリー講座（VR認知症体験）
【講師】朝日新聞社　フレンドリーシップ
【対象】認知症の方を介護している市民の方
※①については、認知症の方ご本人と一緒の参
加も可能　※②のみの参加は不可

【申し込み】下記にて電話で受付【参加料】無料
【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）

第 4 回歴史教室第 4 回歴史教室
（入場制限あり・事前申込制）（入場制限あり・事前申込制）
　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、事
前申し込みによる入場制限を行います。
【とき】9月 5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】東京藝術大学大学院教授 上野 勝久 氏
【演題】栃木県の寺社建築の保護の動向
　～近年の文化財指定を通じて～
【申し込み】往復はがきに氏名・住所・電話番号を
記載の上、下記へ送付ください。（8月24日必着）
参加の可否を9月2日までに返信します。
  第 3 回歴史教室の申し込みは締め切
りました。8月 15 日（土）から真岡
市公式 YouTube で講演を視聴するこ
とができますので、ぜひ利用ください。
【問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 1201
　文化課文化財係  ☎ 83-7735 FAX83-4070

真岡市公式
YouTube
QRコード

参加料参加料
無料無料

一般介護予防事業一般介護予防事業
おうちでフレイルチェックおうちでフレイルチェック
　フレイルとは、健康な状態と介護が必要な状態
の間にあることです。簡単なチェックシートでフ
レイルを確認することができます。フレイル該当
になった場合、希望者の方には、3カ月間の個別
プログラムを実施していただきます。
【対象】65 歳以上の市民で、足腰やお口の健康
に不安がある方

参参
加加
方方
法法

① 8月 28 日（金）までに、下記へ電話で申
し込みください。（先着 20人）

　受付後、チェックシートを郵送します。
②チェックシートが届いたら、各項目を記入
し、返信用封筒で送付ください。

③採点結果を通知をします。
④希望者を対象に、3カ月間の個別
　プログラムを開始します。

【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）

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき運動教室いきいき運動教室

筋力トレーニング＆リラクゼーション編筋力トレーニング＆リラクゼーション編
　体操やマシンを使ったトレーニング、口腔教
室、栄養教室を行います。
【とき】 9 月 2日（水）開始（毎週水曜日、全 9回）
① 9:30 ～ 11:00 送迎あり（送迎範囲は要相談）
② 14:00 ～ 15:30 送迎あり（送迎範囲は要相談）
【ところ】デイサービス未来（真岡工業高校前）
【対象】65歳以上の市民の方　各回 5人
※今年度初めて一般介護予防事業に参加の方優先
【申し込み】下記へ電話で予約後、窓口にて受付

記へ電話

クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　分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。
【とき】9月 6日（日）午後 2時～ 3時 30分
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】ピアノ奏者　益子 徹 氏
【内容】名曲でたどるピアノとピアノ音楽の歴史
【定員】150人（事前申し込みによる入場制限あり）
【申し込み】往復はがきに氏名・住所・電話番号を
記載の上、下記へ送付ください。（8月 20日消
印有効）応募多数の場合は抽選【参加料】無料

【往信】
〒 321-4305  
真岡市荒町1201
 文化課
 クラシック
音楽教室担当行

こちらには、
何も書かない
でください

【返信】
ご自身の
住所
氏名

ご自身の
住所
氏名
電話番号

【問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 1201
　文化課文化振興係  ☎ 83-7732 FAX83-4070

係

スポーツスポーツ
教室教室

第 1回 初心者のための
ZUMBA（ズンバ）教室

　ラテン系の音楽とダンスを融合し創作されたダ
ンスフィットエクササイズZUMBAを学びます。
【とき】9/1、9/8、9/15（毎週火曜日、全 3回）
　午前 10時～ 11時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①②

共 通 事 項共 通 事 項
【対象】市内在住・在勤の一般女性 先着 30人
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ
　マスク、タオル、飲み物　【参加料】無料
【申し込み】8月 11日（火）から、電話・FAX・
Eメールにて受付（平日 8:30 ～ 17:15）

【注意事項】開始前に手の消毒を行ってください。
教室中は、参加者同士距離をとり、常にマス
クを着用ください。窓を開け換気を行います。
※新型コロナウイルスの感染状況等により、中
止・延期になる場合があります。

【問い合わせ】スポーツ振興課　☎ 84-2811
　FAX84-6258　E ﾒｰﾙ : sports@city.moka.lg.jp
※FAX・Eメールは氏名・住所・電話番号・年齢を明記

市民“いちご”ホール自主事業市民“いちご”ホール自主事業
ワンコインワンコインででピアノピアノを弾いてみようを弾いてみよう!!
　市民“いちご”ホール大ホールのピアノをワ
ンコインで 20分間自由に演奏できます。
【とき】9月 20日（日）午前 10時～午後 5時
　1枠 20分（1組 1枠限り）
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴）先着15組
【申し込み】8 月 16 日（日）午前 10 時から、
下記にて電話で受付　【参加料】500円
※レッスン、録音・録画、不特定多
数への公開（チラシを作成し集客
するなど）目的での利用は不可

【問い合わせ】市民“いちご”ホール 
  ☎ 83-7731つながりにくい場合は☎82-7151

スポーツスポーツ
教室教室 女性ヨガ教室
　日常生活における心身のバランスを整えるエ
クササイズです。
【とき】9/2、9/9、9/16（毎週水曜日、全 3回）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①

離乳食教室離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方

【とき】8月20日（木）午前10時～11時15分
　（アンケート記入のため、20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2年 1・2月生まれで、離乳食が始まっ
ているお子さんと保護者　先着 15組

【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】8月 7日（金）午前 9時
　から、下記にて電話で受付
【問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

組

係


