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みんなのひろば

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。
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】8月 24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）
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新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ

予防接種は遅らせずに予防接種は遅らせずに
予定通り受けましょう予定通り受けましょう

　予防接種は、お子さまの健やかな成長のため
に一番必要な時期に受けていただくように、接
種する時期が定められています。特に乳児の予
防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重
い感染症になる危険性が高まります。
　お子さまの健康が気になるときだからこそ、
予防接種は遅らせずに予定通り受けましょう。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

●あなたがすすめる健康づくり体験談募集中
【募集テーマ】自分の健康管理のために行っている
健康法とその効果【募集部門】◎運動部門（運動、
スポーツなど）◎暮らし部門（食事、生活習慣な
ど）◎生きがい部門（社会活動、趣味など）【対象】
後期高齢者医療制度に加入している本県の被保険者
【応募方法】次の 2点を郵送または Eメールにて下
記へ申し込み①健康づくり体験談（題名と本文。原
稿用紙 2～ 3枚程度）②必要事項（応募部門、郵
便番号、住所、氏名、生年月日、電話番号）を記入
した用紙（様式任意）【申込期限】9/30（水）必着
【優秀作品】最優秀賞：1点（旅行券 3万円分）、優
秀賞：3点（商品券 1万円分）※参加賞QUOカー
ド（500 円分）【申し込み・問い合わせ】栃木県後
期高齢者医療広域連合総務課〒 320-0033 宇都宮
市本町 3-9 栃木県本町合同ビル 2階☎ 028-627-
6805 E メール：soumu@kouikirengo-tochigi.jp

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
夏の終わりの夏の終わりの

カブトムシを観察しよう
夏の終わりになると、カブトムシがあまり見

られなくなります。いったいどこへ行ってしまっ
たのでしょう。カブトムシの生態を考えながら、
みんなで探して観察します。　※雨天中止
【とき】8月30日（日）午前9時30～11時 30分
【ところ】根本山自然観察センター
【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】野外を歩きやすい服装、長靴、帽子、
軍手、飲み物　【参加料】無料

【申し込み】8月 16 日（日）から、下記にて電【申し込み】8月 16 日（日）から、下記にて電
話で受付（8:30 ～ 17:15）話で受付（8:30 ～ 17:15）
※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】根本山自然観察センター
　☎83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

市民市民
講座講座 毛筆講座
　点・画の練習など、初歩の筆づか
いから学びます。
【とき】9/12、9/19、9/26、10/3、10/10
　（毎週土曜日、全5回）午前10時～11時30分
【ところ】市公民館山前分館
【対象】市内在住または在勤の方　先着 15人
【持ち物】書道用具一式（太筆、細筆、硯、墨汁、
新聞紙数枚）　【受講料】500円（半紙代）

【申し込み】8月 18 日（火）から、下記にて電
話で受付（8:30 ～ 17:15）

【問い合わせ】市公民館山前分館
　☎82-2802 FAX83-6146（月曜・日曜・祝日休）

たい肥・チップたい肥・チップのの無料配布無料配布
  ホイールローダーでの積み込み補助を行います。
【ところ】真岡市リサイクルセンター
【とき】
◎毎月第 3日曜日
　8/16、9/20、10/18、
　11/15、12/20、1/17、2/21、3/21
　午前 10時～正午、午後 1時～ 3時  
◎火曜～金曜日（祝日も含む、年末年始は除く）
　午前 9時～正午、午後 1時～ 4時
※火曜～金曜日については、事前予約した方限定
　予約は、真岡市リサイクルセンターへ電話し
てください。混雑状況により、ご希望に添え
ない場合があります。

【問い合わせ】環境課ごみ減量係 
　☎ 83-8126 FAX83-5896
　真岡市リサイクルセンター ☎ 81-5045

令和 2年度令和 2年度 第 67 回 真岡市文化祭 参加者募集第 67 回 真岡市文化祭 参加者募集
【開催期間】9月～ 11月　新型コロナウイルス感染状況により､ 変更 ･中止となる場合があります。
【対象】市内在住または通勤・通学されている方、および真岡市文化協会会員
【部門】俳句、川柳、短歌、詩、随筆、洋画・日本画、盆栽、工芸、書道、ホール、将棋
※写真展、華道展、茶会は、新型コロナウイルス感染防止のため中止とします。
【申し込み】各部門で申し込み方法が異なりますので、市ＨＰまたは下記窓口に備え付けの開催要項
をご確認ください。

【注意】来場（準備等も含む）の際は、事前に検温し、発熱等風邪の症状
がある方はお控えください。来場時は、必ずマスク着用の上、アルコー
ル消毒薬等での手指消毒を徹底してください。

【問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地
真岡市文化祭運営委員会事務局（真岡市教育委員会文化課文化振興係）☎ 83-7732 FAX 83-4070

市ＨＰQRコード

【問い合わせ】農政課農政係
　☎ 83-8137 FAX83-6208

CSFCSFののワクチンワクチンをを散布散布
県内の豚熱感染防止を目的としたCSF（豚熱）

の経口ワクチンを散布します。
【期間】8月中旬～ 9月下旬
【場所】小貝川東部地域（須釜、君島、青谷、南高岡、
　道祖土、阿部岡、三谷、水戸部）
※赤枠内が対象地域※赤枠内が対象地域

プログラミング教室プログラミング教室
　レゴマインドストームを使ってプログラミン
グを学びます。
【とき】9月 5日（土）午前 9時～午後 3時
【ところ】市立図書館　2階会議室
【対象】小学 4年生～中学 2年生　【定員】10人
【持ち物等】昼食（お弁当等）、マスク
【申し込み】8 月 14 日（金）午前 10 時から、
下記窓口または電話にて受付

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

真岡市立真岡市立
図書館図書館

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）

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

【問い合わせ】大井口土地改良区事務所
　☎ 0296-22-3492

大井口土地改良区総代選挙大井口土地改良区総代選挙
　土地改良区組合員の皆さまにお知らせします。
大井口土地改良区総代の任期が 9月 24日で満了
となるため、総代選挙を下記のとおり行います。
【投票日】令和2年 9月 7日（月）
【告示日】令和2年 9月 2日（水）
【選挙する総代の数】第1選挙区（旧二宮町）16人
【立候補の受付】
　《とき》令和2年 9月 2日（水）、3日（木）
　　午前8時 30分～午後5時
　《ところ》大井口土地改良区事務所
　　茨城県筑西市岡芹2257-3

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　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

ンター


