
新型コロナウイルスの感染状況により、イベント等が中止・変更となる場合があります。参加の際は、マスクの着用等感染症対策をお願いします。
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。https://www.city.moka.lg.jp/

みんなのひろば
●ウエルカフェ認知症サポーター養成講座
　自分のため、地域のため、家族のため、認知症サ
ポーター養成講座に参加しませんか。【とき】4/6
（火）10:00 ～ 10:40【ところ】ウエルシア大谷新
町店「ウエルカフェ」【持ち物】筆記用具【問い合
わせ】℡ 090-5219-4479（ウエルカフェコミュニ
ティソーシャルワーカー田邊）

尊徳尊徳さんのさんの田んぼ田んぼでで
米作り体験参加者募集
　二宮尊徳が生きた江戸時代に近い形
で、無農薬の米作り体験をしませんか。
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① 5月 30 日（日）田植え
② 7月 4日（日）除草・かかし作り
　※かかしコンテスト予定
③ 9月 26 日（日）稲刈り・おだがけ
④ 10月 31 日（日）収穫祭
※新型コロナウイルス感染状況により、中止や
　内容が変更となる場合があります。

【ところ】国指定史跡 桜町陣屋跡内「報徳田」
【特典】無農薬有機米３～５kg
　（収穫量により変動あり）
【対象】全4回中2回以上参加できる方 定員50人
※小学生以下は保護者同伴
　（幼児は参加料無料・特典の収穫米なし）
【参加料】大人 3,000 円　小学生 1,000 円
　（活動の保険料、材料代など）　
【応募方法】4月 23日（金）までに、住所・氏名・
連絡先・参加人数を下記へ電話または FAXで、
ご連絡ください。（応募多数の場合は抽選）

※参加者には5月中旬までに案内状を送付します。
問 文化課文化財係 ℡ 83-7735 FAX83-4070

り

令和 3年度令和 3年度 人間ドック・脳ドック料金の助成　人間ドック・脳ドック料金の助成　
【対象者】下記の①②を満たす方
　①国民健康保険加入者（35歳以上）、または後期高齢者医療保険加入者の方
　②国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の滞納がない方
【申し込み手順】①検診機関に直接申し込み ②予約した受診日・検診内容等を国保年金課
　または二宮支所へ連絡 ③後日送付される受診券と被保険者証を持参の上、検診機関で受診
【注意事項】
◆令和 3年度に特定健診を受ける方は、人間ドッグの助成が受けられません。（脳ドックのみは可）
◆助成を受けられるのは、年度内 1回です。
◆人間ドックを受診する40歳以上の方は、検診結果を市に通知することで、特定健診・健康診査を
受診したことになりますので、対応可能な検診機関（表の青色）で受診される際は、受診券の同意
欄に署名・押印をお願いします。同意いただけない場合は、助成の対象外になります。

※下記医療機関は、令和3年度 4月 1日から実施予定です。
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医 療 機 関 コース 個人負担額 電話

社会医療法人
中山会
宇都宮記念病院

人間ドック（日帰り）22,800円

028-625
-7831

人間ドック（1泊2日）47,100円
人間＋脳ﾄﾞｯｸ（日帰り）51,500円
人間＋脳ﾄﾞｯｸ（1泊2日）76,800円
脳ドック 24,000円

宇都宮
セントラル
クリニック

人間ドック（一般）22,800円
028-657
-7302

人間ドック（総合）57,000円
人間ドック（スーパー）90,000円
脳ドック 24,000円

宇都宮東病院

人間ドック（一般）22,800円
028-683
-5771

人間ﾄ ｯ゙ｸ（ふるさとｻﾎ゚ ｰﾄ) 22,800円
人間＋脳ドック 48,200円
脳ドック 21,000円

うつのみや病院
（旧宇都宮社会
保険病院）

人間ドック（日帰り）23,400円
028-688
-5522人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日男性）43,800円

人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日女性）47,100円
※具体的な検診項目・コース内容については各医療機関へ問い合わせください。
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医 療 機 関 コース 個人負担額 電話
西真岡ｱｸｾﾌﾟﾄ
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾘﾆｯｸ 人間ドック 19,700円 80-1000

高橋内科ｸﾘﾆｯｸ 人間ドック 21,160円 84-7580

芳賀赤十字
病院

人間ドック（日帰り）29,500円
82-2195人間＋脳ﾄﾞｯｸ（日帰り）51,500円

脳ドック 14,400円

福田記念病院
人間ドック 22,200円

84-7765人間＋脳ドック 42,700円
脳ドック 15,000円

真岡西部ｸﾘﾆｯｸ 人間ドック 18,000円 82-2222

真岡病院
人間ドック 23,440円

84-6311人間＋脳ドック 41,200円
脳ドック 17,840円

真岡脳神経
クリニック

脳ドック（A） 19,100円
81-0070

脳ドック（B）（C）11,000円
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医 療 機 関 コース 個人負担額 電話
栃木県保健
衛生事業団 人間ドック 23,030円 028-623

-8282

済生会
宇都宮病院

人間ドック（1泊2日）47,100円

028-626
-5565

人間ドック（日帰り男性）24,000円
人間ドック（日帰り女性）27,300円
人間＋脳ﾄﾞｯｸ（1泊2日）80,100円
人間＋脳ﾄ゙ ｯｸ（日帰り男性）57,000円
人間＋脳ﾄ゙ ｯｸ（日帰り女性）60,300円
脳ドック 35,000円

自治医科大学
健診センター 人間ドック 35,220円 0285-44

-2100

鷲谷病院
（宇都宮市）

人間ドック（一般）24,000円

028-648
-0484

人間ドック（総合 脳） 49,300円
人間ドック（総合 膵臓）49,300円
人間ドック（総合 心臓）41,600円
脳ドック 21,600円

さくらがわ地域
医療センター
（茨城県桜川市）

スタンダード 21,600円
0296-54
-5100

プレミアム 43,800円
レディーススタンダード 23,400円
レディースプレミアム 55,900円

獨協医科大学
病院

人間ドック（日帰り）25,000円

0282-87
-2216

人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日男性）48,200円
人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日女性）57,330円
人間＋脳ｵﾌﾟｼｮﾝ検査
（1泊 2日男性） 77,900円

人間＋脳ｵﾌﾟｼｮﾝ検査
（1泊 2日女性） 87,030円

脳ドック 24,000円

城西総合健診
センター
（茨城県結城市）

人間ドック（日帰り）22,800円

0296-33
-0115

人間＋脳ﾄﾞｯｸ（日帰り）49,300円
人間ドック（1泊2日）46,000円
人間＋脳ﾄﾞｯｸ（1泊2日）73,500円
脳ドック 35,000円

問 国保年金課国民健康保険係 ℡ 83-8123　 高齢者医療係 ℡ 83-8593　 二宮支所 ℡ 74-5004 

■ ■ 特定健診・健康診査対応可     

4 月の結婚相談会  　
と　き と こ ろ

14 日（水）午前 10時～ 11時 青年女性会館
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（上半身 2種類、L判 縦 13cm
×横 9cm以内）、本人確認書類（運転免許証等）

【主催】真岡市縁組センター
問 出会い結婚サポートセンター ℡ 83-1234

   　
こ ろ

障がい者福祉タクシー券障がい者福祉タクシー券
障がい者井頭温泉券障がい者井頭温泉券
4月 2日から受付開始4月 2日から受付開始

【交付場所】社会福祉課障がい福祉係・二宮支所
【申請に必要なもの】各障がい者手帳

 障がい者福祉タクシー券障がい者福祉タクシー券
【対象】市内在住で、身障手帳 1･2 級の方、療育
手帳 A･A1･A2 の方および精神保健福祉手帳
１･2級の方

【交付枚数】申請月から月6枚の割合（年72枚まで）

 障がい者井頭温泉券 障がい者井頭温泉券
【対象】市内在住で、身障手帳 1･2 級の方、療育
手帳 A･A1･A2 の方、精神保健福祉手帳１級
の方は本人用と介護者用。身障手帳 3級の方、
療育手帳 B1 の方および精神保健福祉手帳 2
級の方は本人用

※ 70歳以上の方の本人用は、高齢者井頭温泉券
での交付になります。

【交付枚数】申請月から月1枚の割合（年12枚まで）
※来場の際は、マスクの着用等感染症対策をお願
いします。発熱や咳などの症状がある場合は、
来場をお控えください。
問 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129

　大人だけで楽しむ自然観察会で、今回のテー
マは、春の花スミレです。根本山に咲く約 10種
のスミレを楽しく観察します。
【とき】4月8日（木）午前9時30分～11時30分
【ところ】根本山自然観察センター ※雨天中止
【対象】一般の方（大人限定） 先着 20人
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、運動靴、
　帽子、あれば植物図鑑　【参加費】無料
【申し込み】3月 27日（土）午前 8時 30分から、
下記にて電話で受付
問 根本山自然観察センター ℡ 83-6280
　（月曜・祝日の翌日休）

おとなの自然観察おとなの自然観察
～スミレを観察しましょう～～スミレを観察しましょう～

真岡すくすく子育て相談室〔4月〕真岡すくすく子育て相談室〔4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。
【とき】4月14日（水）【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】母子健康手帳
  ママと赤ちゃんの相談  ママと赤ちゃんの相談 ※要予約
【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

妊婦さんの相談妊婦さんの相談 ※要予約
【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
問 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

談

4 月の「子育て相談会」4月の「子育て相談会」
①身長・体重測定②育児相談、子どもの栄養相談
【とき】4月 14日（水） 午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】母子健康手帳
【申し込み】①は当日参加可能です。
　②は下記にて電話で申し込みください。（要予約）
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

真岡市防災ラジオ真岡市防災ラジオ休日販売休日販売のの実施
【とき】3月 28日（日）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
【ところ】市役所本庁舎 1階ロビー
【持ち物】代理購入の場合は、代理人の
身分証明書（免許証等）が必要となります。

※平日は、市民生活課窓口で販売しています。
問 市民生活課危機管理係 ℡ 83-8396

実施実施

診


