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みんなのひろば

真岡市観光協会・益子町観光協会 合同主催真岡市観光協会・益子町観光協会 合同主催
インスタグラムフォトコンテストインスタグラムフォトコンテスト
みんなの思い出みんなの思い出「「真岡と益子」真岡と益子」
　真岡市観光協会と益子町観光協会合同主催の
インスタフォトコンを開催しています。真岡や
益子の風景、SL、過去の夏祭りや秋のイベント
など、スマホに残っている素敵な写真をぜひ投
稿してください。大賞を受賞された方には、素
敵な商品をお送りします。
【募集期間】11月 4日（水）まで
【投稿方法】インスタグラムにて「＠ furusato_
hagano」をフォローし、投稿詳細を確認いた
だき、「作品タイトル」＆「＃真岡と
益子」を記載の上、投稿してください。

【表彰式】11月下旬ごろ
【問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）

Instagram
＠furusato_hagano

●働き方改革（助成金、テレワーク対策）
　人材確保対策セミナー＆相談会
【とき】10月 7日（水）13:00 ～ 16:00〈セミナー〉
13:00 ～ 15:00〈相談会〉15:00 ～ 16:00【ところ】
栃木県庁芳賀庁舎【内容】『働き方改革セミナー（働
き方改革、助成金、テレワーク対策）』講師：栃木
働き方改革推進支援センターアドバイザー、『人材
確保対策セミナー（ウィズコロナ時代の人材確保戦
略）』講師：栃木県よろず支援拠点コーディネーター
半田富男氏【対象】経営者、人事労務責任者 先着
20 人【主催】栃木県宇都宮労政事務所、栃木働き
方改革推進支援センター、栃木県よろず支援拠点【共
催】真岡市※当日は、マスクの着用をお願いします。
【申し込み・問い合わせ】9月 30 日（水）までに、
下記へ申し込みください。栃木県宇都宮労政事務所
☎ 028-626-3053 FAX028-626-3054

真岡市民に限り無料で観戦できます！真岡市民に限り無料で観戦できます！

【問い合わせ】栃木SC支援真岡市実行委員会
　（総合体育館内スポーツ振興課）
　☎ 84-2811 FAX84-6258

栃木SCホームゲーム栃木SCホームゲーム
「真岡市民デー」バスツアー「真岡市民デー」バスツアー

参加者募集参加者募集

【とき】10月 4日（日）午後 6時キックオフ
【ところ】栃木県グリーンスタジアム
　（対 Ｖ・ファーレン長崎）
【対象】市内在住の方（中学生以下は保護者同伴）
【座席の種類】B自由席（バスツアー参加者限定）
※感染防止対策のためブロックを指定して観戦
いただきます。（B自由席の中でブロックが指
定されます）

※ブロックの変更はできませんので、
家族などグループで観戦希望の方は
一緒に申し込みください。

※１回の申し込みにつき４枚まで。
【申し込み】9月 18 日（金）正午までに、下記
にて電話で受付。（①観戦希望者の氏名②郵便
番号③住所④電話番号をお伝えください）

※バスツアー利用以外の B自由席無料チケット
は数量に達しました。自家用車で観戦希望の
方は、ゴール裏の無料チケットになります。

スポーツスポーツ
教室教室

第 1回 みんなで楽しむ
ニュースポーツ教室中止

　第1回 みんなで楽しむニュースポーツ教室は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止
となりました。
【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

令和2年度76歳を迎える方限定令和2年度76歳を迎える方限定
後期高齢者歯科健診後期高齢者歯科健診

　お口の状態をチェックしましょう。
【実施期間】11月 30日（月）まで（休診日を除く）
【対象者】令和 2年度中に 76歳を迎える方。対
象者には、後期高齢者歯科健診受診券を郵送し
ました。資料に記載されている医療機関に直接
予約し、受診券を持参して受診してください。

【自己負担金】無料

歯周病検診歯周病検診でで歯歯をを健康健康にに！！
【実施期間】11月 30日（月）まで（休診日を除く）
【対象者】令和2年度中に40歳、50歳、60歳、
　70歳を迎え、自分の歯がある方。対象年齢の
方には、歯周病検診受診券を郵送しました。郵
送資料に記載されている医療機関に直接予約
し、受診券を持参して検診を受けてください。

【自己負担金】400円（受診時に医療機関へ支払い）
　令和 2年度中に 70歳を迎える方は無料です。

共通事項共通事項

内
容

口腔内の状態健診
（歯や歯肉の状態、口の中の清掃状況など）
歯周ポケット健診
（歯肉からの出血や歯石の有無など）

※治療中の方は、通院している医療機関の
　歯科医師にご相談ください。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122 FAX83-8619

関の

10 月の集団健診10 月の集団健診
　詳細は、4月上旬に配布した「特定健診・が
ん検診のお知らせ」をご覧ください。

女性がん検診女性がん検診
と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ

10 月 22日（木） 二宮コミュニティセンター

生活習慣病健診生活習慣病健診
　感染予防策の都合上、10月の健診は定員に達
しております。

新規予約ができる日程新規予約ができる日程
と　きと　き と　こ　ろと　こ　ろ

11
月 29日（日）

総合福祉
保健センター12

月
1日（火）、2日（水）
8日（火）、11日（金）

1
月

18日（月）、19日（火）

21日（木） 二宮コミュニティ
センター

25日（月） 物部会館

共通事項共通事項
【当日の受付時間】問診表に記載されている時間
を確認し、受け付けしてください。
　（問診表は、予約日の約 1週間前に送付します）
◎市で行う検診（集団、施設、人間ドック）は、
いずれか年度内 1回の受診となります。
◎新型コロナウイルス感染予防対策については、
「集団検診のお知らせ」に同封の書類でお知ら
せしますので、確認ください。また、延期・中
止となる場合があります。その際は迅速に対応
するため、市ホームページや予約した
方への個別連絡等でお知らせします。

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619 市ホームページ

QRコード

スポーツスポーツ
教室教室

  第 2 回  初めての
こども体操教室

　前まわりや後ろまわりなど体操の基
礎を学びます。トランポリンを使った
楽しい運動もあります。
【とき】10/10、10/24、10/31、11/7
　（毎週土曜日、全 4回）午後 2時～ 4時
【ところ】総合体育館
【対象】市内小学生  先着 20人
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、 
タオル、 飲み物 、マスク　 【参加料】無料

【申し込み】9月 14日（月）から、電話・FAX・
Eメールにて受付（平日 8:30 ～ 17:15）

※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。

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
　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

プロから学ぶ！歩き塾プロから学ぶ！歩き塾参加者募集参加者募集
　プロから効果的な歩き方を教わ
り、元気に楽しく歩きましょう！
◆第 1回　歩き方講座
【とき】10月 6日（火）
【ところ】武道体育館（武道体育館入り口付近集合）
◆第 2回　ウォーキング実践
【とき】10月 20日（火）
【ところ】真岡井頭公園（プール売店付近自由広場集合）
【時間】各回とも午前10時～11時（15分前集合）
【対象】市民の方　各回先着 30人
【講師】スポーツインストラクター 向吉 利洋 氏
【持ち物等】マスク、歩きやすい服装、飲み物、
　帽子、タオル、雨具（必要な場合）
【その他】荒天時は、中止します。当日 8:30 以
降に下記へ問い合わせください。小雨の場合
は開催します。当日の朝に検温し、平熱より
高い体温の場合は、下記へご連絡ください。

※新型コロナウイルスの感染状況等により、中
止になる場合があります。

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122 FAX83-8619

　　  リサイクルフェア　　  リサイクルフェア
　除籍扱いになった書籍や雑誌などを無償で提
供します。
【とき】10月 3日（土）
　※雨天時は、10月 4日（日）
　①12:00 ～ 12:45 ② 13:00 ～ 13:45
　③ 14:00 ～ 14:45 ④ 15:00 ～ 16:00
　①～③入場券をお持ちの方のみ　④自由入場
【ところ】市立図書館　【持ち物】マイバッグ
【申し込み】9 月 18 日（金）午前 10 時から、
入場券を配布します。（なくなり次第終了）
※来場の際は、マスクの着用をお願いします。
【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

室

農薬農薬はは正正しくしく使使いましょういましょう
　農薬の適正使用と管理徹底を心がけ、農薬に
よる事故等の発生を予防しましょう。

適正使用・管理の徹底適正使用・管理の徹底
●農薬の使用に当たっては、ラベル等で登録農
薬であることを確認した上で、使用基準を遵
守しましょう。
●農薬や希釈液等をペットボトルやガラス瓶な
どの飲食品の空容器等へ移し替えないように
しましょう。

周辺環境への配慮周辺環境への配慮
●住宅地等に近接する農地で農薬を散布する場合
は、周辺住民へ事前に周知し、

　飛散防止の対策を徹底しましょう。
【問い合わせ】農政課農政係
　☎ 83-8137 FAX83-6208


