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【対象】市内在住または勤務の方（複数申込可、「俳句」講座以外は定員を超えた場合抽選）
講座名 内容 日　時 定員 参加料 会場

初心者向け
「俳句」講座

これから俳句を始めてみたい方、興味のあ
る方へ向けて、俳句の講演と事前に募集し
た作品の講評をします。

11月8日（日）
13:30～ 15:30

先着
15
人

無料 市立図書館
2階会議室

知っておいたほう
がいい「終活」

終活について学ぶきっかけとなる講座で
す。ご自分のために、そして大切なご家族
のために、終活をはじめてみませんか。

11月28日（土）
10:00～ 11:30

30
人 無料 市公民館

第3･4会議室

かたづけこびとの
現れる家づくり

がんばらなくても家が片付くようになる！キッ
チン周りの整理収納の話を通じて、生活の中で
無理せず家を整えるコツをお伝えします。

11月29日（日）
10:00～ 11:30

25
人 無料 市公民館

第3･4会議室

【申し込み】10月 28日（水）までに、下記にて電話で受付
※「俳句」講座のみ市立図書館（☎ 84-6151）にて電話で受付
【問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　☎ 82-7150 FAX83-4070（土曜・日曜・祝日休）

生涯学習フェスティバル 生涯学習フェスティバル 1 日体験講座受講生募集1 日体験講座受講生募集

乳幼児健康診査《10月》乳幼児健康診査《10月》
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診
 2 日（金）R2年 3月 30日～R2年 4月 22日生

29日（木）R2年 4月 23日～R2年 5月 21日生

9カ月児健診 23日（金）R1年 11月 25日～R1年 12月 22日生

1歳6カ月児健診
9日（金）H30年 12月 26日～H31年 1月 17日生

30日（金）H31年 1月 18日～H31年 2月 14日生

3歳児健診 20日（火）H29年 6月 23日～H29年 7月 14日生
2歳児歯科 26日（月） H30年 10月生まれ

【ところ】総合福祉保健センター
※対象の方には個別で通知を送付していますので、
時間や持ち物などの詳細は通知を確認ください。

10 月の「子育て相談会」10 月の「子育て相談会」
【とき】14日（水） 【ところ】総合福祉保健センター
子育てミニ講座「スキンシップとイヤイヤ期の対応」
【時間】午前 10時 15分～ 10時 30分　
【講師】保育士 潮田 里子 先生
育児相談 /子どもの栄養相談 /身長・体重測定
【時間】午前 9時 30分～ 11時
【持ち物】母子健康手帳
※育児相談、子どもの栄養相談は、予約が必要です。
※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。

【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

真岡市男女共同参画社会づくり推進事業真岡市男女共同参画社会づくり推進事業
カジダン・イクメンエピソードカジダン・イクメンエピソード募集募集
　年齢や性別に関わらず、だれもが家庭、地域、
職場においていきいきと活躍する男女共同参画
社会を目指して、男性の家事参画に関する「カ
ジダン・イクメンエピソード」を募集します。

募
集
テ
ー
マ

①家事を積極的に行う男性「カジダン」、育児
を率先して行う男性「イクメン・イクジイ」
等、家事や育児、介護等を積極的に行う男
性のエピソードや思い。
②新型コロナウイルス感染症対策に伴う在宅
勤務や外出自粛等により、家事や育児をす
る機会が増えた男性の仕事と家事の両立の
エピソードや感じたこと。
①②など、男性の家庭参画に関するもの。

【対象】市内在住の方
【応募方法】文字数は、原稿用紙 3枚程度。余白
に住所、氏名、電話番号を記入し、10 月 30
日（金）までに、下記窓口へ提出してください。
※表彰式を行い、副賞、記念品を贈呈します。
※最優秀作品は男女共同参画情報誌への掲載等、
男女共同参画に関する啓発事業に使用します。

【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7152 FAX83-4070

詳しくは市HPにて

 芳賀教育美術展 芳賀教育美術展　　　　　　　　
 歴代の知事賞展　　　 歴代の知事賞展　　　
【開催期間】9月25日（金）～10月5日（月）
　午前 9時～午後 6時【休館日】9月 29日（火）
【ところ】久保記念観光文化交流館 美術品展示館
【主催】真岡市教育委員会、（一社）真岡青年会議所
※新型コロナウイルスの感染状況等により、開館
時間の変更や入場制限を行う場合があります。

【問い合わせ】久保記念観光文化交流館☎82-2012

一般介護予防事業一般介護予防事業いきいき運動教室
~からだストレッチ＆筋トレ編~~からだストレッチ＆筋トレ編~
【とき】 10月14日（水）開始（毎週水曜日、全8回）
　午前 9時～ 9時 40分
【ところ】真岡井頭温泉　iFitness スタジオ
　（送迎はありません、各自お越しください）
【対象】65歳以上の市民の方　先着 10人
※介護保険サービスを利用していない方
※今年度初めて一般介護予防事業に参加の方優先
【参加方法】下記へ電話で予約後、受講決定通知
を郵送します。

【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）

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レン（胸部レン
トゲン検診）トゲン検診）をを受診しましょう受診しましょう
【対象】40歳以上で（昭和56年4月1日以前生まれ）
今年度胸部レントゲン検診をまだ受けていない方

注

意

①妊娠中やその可能性がある方は、受診しな
いでください。

②高齢の方、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の持
病のある方、透析を受けている方、抗がん剤
や免疫抑制剤を使用している方で、不安のあ
る場合は、受診の延期もご検討ください。

③集団健診と同じ検査です。2重受診をしな
いよう注意ください。

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよ
い日時・会場で受診してください。

※下表以外の実施日は、今後のWeeklyNewsもお
かでお知らせします。市ＨＰでも確認できます。

【受診料】100円（喀痰検査希望の方は200円追加）
【検診結果】個別に通知
※ボタン・金属のついた肌着は身につけないでください

10/16（金）
9:00-9:15 谷貝新田公民館 11:10-11:30 上谷貝集荷場
9:35-9:50 長沼北小学校跡 12:45-13:10 上大曽公民館
10:10-10:30 青田北公民館 13:30-13:45 石島公民館

10/20（火）
9:00-9:20 寺内駅前公民館 13:00-13:15 三谷公民館
9:40-10:00 大和田公民館 13:30-13:45 原分公民館
10:20-10:35 横田公民館 14:00-14:15 桑ノ川公民館
10:55-11:15 東物井公民館 14:30-14:55 阿部品公民館
11:35-11:50 歴史資料保存館

10/21（水）
9:00-9:15 物部会館 11:25-11:40 久下田小学校
9:35-9:50 北鹿公民館 13:00-13:25 程島公民館
10:10-10:25 沖公民館 13:45-14:20 二宮保健センター
10:45-11:05 大根田公民館

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX83-8619 詳しくは市HPにて

II
イ ン ス タ グ ラ ムイ ン ス タ グ ラ ム

nstagranstagrammフォトコンテストフォトコンテスト
10月のテーマ10月のテーマ「真岡の秋」「真岡の秋」
毎月テーマを決めて開催するフォトコンテス

トです。真岡の素敵な写真を募集します。
【参加方法】テーマにあった写真にハッシュタ

グ「#mokafan」と「＃真岡の秋」をつけて、
Instagram に投稿してください。優秀賞の方
には、ささやかなプレゼントをお送りします。

※優秀賞は、市公式 Instagramで発表します。
【応募締切】10月 31日（土）

詳しくは
市HPにて

　市公式 Instagram では「#mokafan」の
ついた投稿をピックアップして紹介して
います。真岡で写真を撮った際は、ぜひ
「#mokafan」のタグ付けをお願いします。

【問い合わせ】情報政策課シティプロモーション係
　☎ 81-6947 FAX83-5896

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
　生後 91 日以上の飼い犬は、生涯 1度の登録
と年 1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けら
れています。狂犬病予防注射を下記の日程で実
施しますので、最寄りの会場で受けてください。

【10月 17 日（土）】

真岡地区
8:20-9:10 サンキ真岡店

北側駐車場
8:30-8:50 大田山公民館

9:20-9:35 別雷神社

9:00-10:00 亀山公民館

9:45-10:30 西の台公園

10:20-10:40 城山公園

10:45-11:05 東郷農業構造改善センター
10:50-11:05田町第4公民館

中村地区
12:15-12:25なかむら珠算塾
12:25-12:40 若旅公民館
12:20-12:30勝瓜公園内東側
12:35-13:20 中村分館
12:50-13:10三ツ谷公民館
12:40-13:25 長田公民館
13:30-13:45 北中農村

研修センター
13:20-14:00寺内駅前公民館
13:35-14:15 大沼公民館

山前地区
8:30-9:00 西田井駅前 9:50-10:30 根本青谷

農産物加工所

9:10-9:35 西田井谷中公民館10:45-11:00南高岡公民館
旧二宮地区

14:00-14:15 二宮コミュニティセンター
【料金】登録料（新規のみ）：3,000 円
　　　 注射代（毎年 1回）：3,300 円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）
※今回受けられない場合は、個別に動物病院等
で受けるようお願いします。個別の注射料金
については、各病院に問い合わせください。

※飼い犬が死亡しているとき等は、
　下記へ連絡ください。

大内地区 山前地区
8:20-8:30 下鷺谷公民館 8:20-8:50 山前分館
8:20-8:35 田島公民館 9:00-9:30 東大島公民館
8:40-9:00 上鷺谷公民館 9:40-10:10 旧東沼小学校

グラウンド
8:40-8:55 原町公民館 10:20-10:30島第三公民館
9:10-9:40 下籠谷公民館 真岡地区
9:05-9:25 京泉第1公民館 10:50-11:50 西真岡公園
10:00-10:35 大内分館 10:50-11:50 熊倉公園
9:35-10:05赤羽下公民館 11:15-11:45 真岡駅東口
10:15-10:30清水第1公民館12:00-12:40高勢中央公園

中村地区 12:00-12:40 真岡工業団地
総合管理協会

10:40-11:05中原動物病院前11:55-12:40 市役所前　

【10月 18 日（日）】

【問い合わせ】環境課環境保全係 
　☎ 83-8125 FAX83-8392

ださ 。

･4会議室

モオカの休日10月モオカの休日10月のの開催開催
と　き 内　容（主催） 参加料

1日（木）、15日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

8日（木）、22日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

【ところ】観光まちづくりセンター

【ところ】市公民館真岡西分館
3日（土）、17日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

※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。

【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


