
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、検温・手指消毒・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/

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。

●隣接の田畑に飛散しないようにしましょう。
問 農政課農政係 ℡ 83-8137 

やガ
へ移

 7 月の集団健診 7 月の集団健診
過去 2年間（女性がん検診は昨年度）

に受診した方へは、書類一式を健診日
の 1週間前ごろに送付します。
※詳細は、4月上旬配布の「特定健診・がん
検診」　ガイドブックをご覧ください。

生活習慣病健診生活習慣病健診
◎昭和 21 年４月 1 日以前生まれ（後期高齢）
の方は、医療機関で健診を受診できます。
　期間は 9月から 11月までです。
【受付時間】午前 8時～ 10時 30分

と　き と　こ　ろ
 1 日（木） 物部会館
  2 日（金）、6日（火）、  
  9 日（金）、19日（月）、
20日（火）、28日（水）   

総合福祉保健センター

  8 日（木）、15日（木）二宮コミュニティセンター

女性がん検診女性がん検診
【受付時間】午後 1時 30分～ 2時 30分

と　き と　こ　ろ
  7 日（水）、19日（月）総合福祉保健センター
 13 日（火） 市公民館中村分館
 28 日（水） 二宮コミュニティセンター

共通事項共通事項
【受付】問診表を確認し、指定の時間内に受付
◎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「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。
問 健康増進課健康づくり係 ℡83-8122

成人の各種
検診について

大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　大腸がんは、早期発見・治療で 95％が完治で
きる病気です。自分自身と家族のためにも受診
しましょう。対象の方には 5月末に「大腸がん
検診無料クーポン券」を郵送しました。黄色の
封筒が目印です。
大腸がん検診無料クーポン対象者

昭和 55年 4月 2日～昭和 56年 4月 1日生

問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

女性がん検診女性がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　子宮頸がん・乳がんは若い年代からの予防が
大切です。女性がん検診無料クーポン券を利用
してがんを予防しましょう。
　次の年齢の方は、クーポン券利用で年度内 1
回に限り市で実施している女性がん検診（子宮
頸がん・乳がん）の自己負担金が無料になります。
対象者には５月末にクーポン券をお送りしまし
た。ぜひこの機会に早めに受診をしてください。
検診 対象となる生年月日 年齢
子宮
頸がん 平成12年4月2日～平成13年4月1日 21歳

乳がん 昭和55年4月2日～昭和56年4月1日 41歳

【実施期限】令和 4年 2月 28日（月）まで
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

体調がすぐれない方や感染が不安な方
は、開催日の翌週土曜日から真岡市公式
YouTube において、講演を視聴できます
ので、ぜひ利用ください。 真岡市公式

YouTube

第 2 回歴史教室第 2 回歴史教室
明治 12 年のコレラ流行明治 12 年のコレラ流行
～真岡市域を中心に～～真岡市域を中心に～

※中止・延期等、変更になる場合があります。
  参加の際は、市HPで最新情報を確認ください。
【とき】6月19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】元二宮町史編さん委員 大嶽 浩良 氏
【参加料】無料

歴史教室
ＨＰ

問 文化課文化財係  ℡ 83-7735

みんなのひろば
●懐風絵画クラブ会員募集
　水彩画を学んでみませんか。日本水彩画会所属
の太田能章氏が絵画の基本を指導します。【とき】
毎週木曜日午前 9時 30 分～正午【ところ】市公
民館中村分館【会費】8,000 円（6カ月）【問い合
わせ】懐風絵画クラブ（渡邉）℡ 84-4122
※ 6月24日（木）まで、本庁舎１階市民ロビーにて、
作品展を開催していますので、ぜひご覧ください。

女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
施設検診が始まりました施設検診が始まりました
　受診券をお持ちの方は早めに受けてください。
新たに施設検診を希望の方は、下記問い合わせ
先へ連絡ください。
【実施期間】令和4年2月28日（月）まで※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸部がん検査のみ 800円

30歳以上

子宮頸部がん
および体部がん検診

（体部がん検診は医師が必要
と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部がん
のみは
800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上で
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨを
希望しない方
40歳～49歳 視触診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（2方向） 600円

50歳以上 視触診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（1方向） 500円

【対象医療機関】

子
宮
が
ん
検
診

医療機関 【★は要予約】 電話番号電話番号

岡田・小松崎クリニック 84-1941

小菅クリニック　 ★ 84-3511

柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院
月～金曜日の午前 11時までに受付  82-2195

ひがのクリニック　 ★ 74-0051

西真岡ｱｸｾﾌ ﾄ゚ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾘﾆｯｸ ★ 80-1000

乳
が
ん
検
診

医療機関 【★は要予約】検査内容 電話番号
亀山クリニック ★ ①・② 83-3212
鬼怒ヶ丘クリニック ★ ①・② 84-1124
高野医院 ★ ① 82-3162
芳賀赤十字病院 ★ ② 82-2195
福田記念病院 ★ ① 84-1171
ふじた外科内科クリニック ★ ①・② 80-2877
柳田外科肛門科医院 ★ ① 82-5525
芳賀中央病院 ① 81-5400

※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とマンモグラフィ
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

科学教育センター科学教育センター
県民の日協賛事業県民の日協賛事業

プラネタリウム無料公開プラネタリウム無料公開
【とき】6月 26日（土）
　①午前 11時から　②午後 1時 30分から
　途中入場不可（投影時間約 50分）
【内容】当日の星座解説、
　番組「Odyssey オデッセイ～果て
しなく美しい宇宙～」（小さなお子
様には少し難しい内容です）

【観覧料】無料
開始30分前から観覧券を配布します。定員に
なり次第、配布は終了となります。
※事前予約可、6月 21 日（月）～ 25 日（金）
に下記にて電話で受付
問 科学教育センター ℡ 83-6611

て

鬼怒水辺ふれあい観察会鬼怒水辺ふれあい観察会
「カイツブリの親子を見よう」「カイツブリの親子を見よう」
　鬼怒水辺観察緑地では水鳥の　鬼怒水辺観察緑地では水鳥の
カイツブリが暮らしています。カイツブリが暮らしています。
双眼鏡で親子の様子や潜って食双眼鏡で親子の様子や潜って食
べ物をとる姿を観察しましょう。べ物をとる姿を観察しましょう。
【とき】6月 20日（日）午前 10時～正午
【ところ】鬼怒水辺観察センター 　【ところ】鬼怒水辺観察センター 　※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます　先着 20人【対象】どなたでも参加できます　先着 20人
   ※小学校 4年生以下は保護者同伴   ※小学校 4年生以下は保護者同伴
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物
　※双眼鏡は貸し出します。　【参加料】無料　※双眼鏡は貸し出します。　【参加料】無料
【申し込み】6月 12日（土）から【申し込み】6月 12日（土）から、下記にて
　電話で受付（8:30 ～ 17:15）　
問 根本山自然観察センター ℡ 83-6280
　 （月曜・祝日の翌日休）

新型コロナウイルス感染症防止新型コロナウイルス感染症防止
～薬の正しい知識～～薬の正しい知識～

　新型コロナウイルス感染症対策について正し
い知識と理解を深めましょう。
【とき】6月30日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 202会議室
【対象】市内在住・在勤・通学されている方 先着15人
【講師】薬剤師 青柳 勝 氏
【申し込み】下記にて電話で受付　【参加費】無料
問 コラボーレもおか ℡ 81-5522（月曜・祝日休）

第 78回第 78 回
こらぼ茶話こらぼ茶話

スポーツスポーツ
教室教室

夏をたのしむ！夏をたのしむ！
わんぱく親子スポーツ教室わんぱく親子スポーツ教室

　トランポリンやスマイルボウリ　トランポリンやスマイルボウリ
ングなど、親子で楽しくスポーツングなど、親子で楽しくスポーツ
に挑戦します。に挑戦します。
【とき】7月 18日（日）
　午前 9時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内在住の小学生とその保護者
　先着 30組（60人）
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、
　タオル、飲み物　【参加料】無料
【申し込み】6月 14日（月）から、電話（平日 8:30
～ 17:15）・FAX・Eメールにて受付
問 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


