
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/

スポーツスポーツ
教室教室

第 1回 初心者のための
ZUMBA（ズンバ）教室

　ラテン系の音楽とダンスを融合し創作されたダ
ンスフィットエクササイズZUMBAを学びます。
【とき】9/7、9/14、9/21（毎週火曜日、全 3回）
　午前 10時～ 11時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①②

共 通 事 項共 通 事 項
【対象】市内在住・在勤の一般女性 先着 30人
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ
　マスク、タオル、飲み物　【参加料】無料
【申し込み】8月 10日（火）から、電話（平日 8:30
～ 17:15）・FAX・Eメールにて受付

スポーツスポーツ
教室教室 女性ヨガ教室
　日常生活における心身のバランスを整えるエ
クササイズです。
【とき】9/8、9/15、9/22（毎週水曜日、全 3回）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①

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

 9 月の集団健診 9 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。対象者へは、
8月末に受診券を送付します。

【受付時間】午前 8時～ 10時 30分
  2日（木）、10日（金）、
17日（金）、24日（金）、
30日（木）

総合福祉保健センター

9日（木）、16日（木）市公民館中村分館

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
  2 日（木）、14日（火）総合福祉保健センター
  8 日（水） 二宮コミュニティセンター
28日（火） 市公民館真岡西分館

共通事項共通事項
【対象】40歳以上の方（令和 4年 4月 1日基準）
【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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
夏の虫とり名人になろう夏の虫とり名人になろう
　虫のつかみ方や網の使い方を習い、虫とり名人
を目指します。捕まえた虫は、最後に逃がします。
【とき】8月22日（日）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】どなたでも参加できます　先着 20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、帽子、運動靴、
　飲み物、虫とり網、虫かご　【参加料】無料
【申し込み】8月 8日（日）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

認知症カフェ 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。
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症についての相談など
【申し込み】下記にて電話で受付【参加料】無料

にのみやカフェにのみやカフェ
【とき】8月 19日（木）午前 10時～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター 204 会議室

あおぞらカフェあおぞらカフェ
【とき】8月 23日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】真岡市役所青空ステーション
問 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 
  （地域包括支援センターにのみや）℡ 74-5139

8 月に 70 歳を迎える方へ8 月に 70 歳を迎える方へ

井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します
　8月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉
券を受け取っていない方に、温泉券を交付します。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 26年 8月 31日以前に生まれた方）　
【交付場所】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または二宮支所
【持ち物】本人確認書類
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）
　に 1回のみです。8月に申請された方への温
泉券の交付枚数は、8枚（8カ月分）です。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

祉係

いきいき脳げんき教室いきいき脳げんき教室
　脳トレや体操で脳を活性化させよう。
【とき】 9 月 1日（水）開始（毎週水曜日、全 12回）
　午前 10時～ 11時 30分　
【ところ】市公民館真岡西分館　【参加料】無料
【対象】市内在住の 65歳以上で、認知症予防に
取り組みたい方　先着 15人

【申し込み】8月10日（火）から下記にて電話で受付
問 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 

ダンボールで恐竜をつくろう ダンボールで恐竜をつくろう 
　ダンボールを使って恐竜を作ります。作る恐竜
は、ティラノサウルス、ブラキオサウルス、ステ
ゴサウルスから１つを選び、申し込みください。

と　き と　こ　ろ
８月21日（土）13:30～15:00 二宮図書館
８月28日（土）13:30～15:30 真岡市立図書館
【対象】小学生以下（小学3年生以下は保護者同伴）
※密を避けるため、参加者1人に大人は1人まで
　真岡：先着15人　二宮：先着12人
【参加費】無料　
【申し込み】８月 7日（土）午前 10時から、参
加する図書館にて、窓口または電話で受付
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151
　 二宮図書館 ℡ 74-0286

問 文化課文化財係 ℡ 83-7735

開催日の翌週土曜日から真岡市公式
YouTube で講演を視聴できます。

第 4 回歴史教室第 4 回歴史教室
ドキドキがいっぱいドキドキがいっぱい
土器から見える歴史土器から見える歴史

※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】8月7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】栃木県埋蔵文化財センター 津野 仁 氏
　　＜第 5 回歴史教室＞
【とき】11月20日（土）※時間、会場は上記と同様
【演題】木と木の実ナナ不思議物語~縄文時代のヒミツ~

真岡市公式
YouTube

市HP

参加料参加料
無料無料

● 8月は個人事業税の納期です
お手元に個人事業税の納税通知書が届いた方は、

8月 31 日（火）までに、県税事務所・金融機関
の窓口やコンビニでの納付、スマートフォン決裁
アプリ等により、第一期分の納付をお願いします。
第二期分の納期限は、11 月 30 日（火）です。第
二期以降の納付について口座振替を希望する場合
は、下記へ申し出ください。【問い合わせ】真岡県
税事務所個人事業税担当 ℡ 82-2137

● 8月は電気使用安全月間です
　お宅の電気は、安全・安心ですか。日ごろから
電気の安全を心がけ、かしこく上手に使いましょ
う！【主唱】経済産業省【問い合わせ】栃木県電
気工事業工業組合芳賀支部 ℡ 82-9161

● 8月は食品衛生月間です！
　夏は細菌を原因とする食中毒が増える時期です。
細菌は、20℃～ 50℃位の温度で一番発育します。
ご家庭でも「食中毒予防の 3原則①つけない②ふ
やさない③やっつける」を取り入れて、食中毒を
予防しましょう。【問い合わせ】県東健康福祉セン
ター地域保健部生活衛生課 ℡ 83-7220

●真岡絵手紙教室ひまわり会作品展「花ざかりの夏」
【とき】8月 7日（土）～ 29日（日）【ところ】二
宮コミュニティセンター 2階コラボーレもおか【問
い合わせ】コラボーレもおか ℡ 81-5522

●統計グラフ栃木県コンクール作品募集
　課題は自由です。小学４年生以下は、児童が自
ら観察、調査した結果をグラフにしたもので応募
してください。優秀作品は、全国コンクールへ出
品します。【申し込み】9月 10 日（金）までに下
記へ郵送してください。【問い合わせ】栃木県県
民生活部統計課〒 320-8501 宇都宮市塙田 1-1-
20 ℡ 028-623-2242 E メール：tokeika@pref.
tochigi.lg.jp

きれいな字を書こう！きれいな字を書こう！
　身の回りにある筆記具で文字の書き方のコツ
を学びます。
【とき】9月 5日（日）午前 10時～正午
【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】書道愛好会  三浦 氏、河村 氏
【持ち物等】使用したい筆記具（ボールペンや書
道セット等）、用紙

【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 79回第 79 回
こらぼ茶話こらぼ茶話

認知症家族認知症家族のの介護教室介護教室
　日ごろ、認知症の方を支え、さまざまな症状
に対応しているご家族の方が集い、認知症につ
いて学び、相談し、ほっとできる場を作りました。
① 9月 15 日（水）午後 1時 30 分～ 3時
【ところ】市公民館 第 7会議室
【内容】講話「認知症について学ぼう」、情報交換
【講師】芳賀赤十字病院認知症疾患医療センター
　認知症認定看護師　佐々木 恵 氏
② 9月 30 日（木）午後 1時 30 分～ 3時
【ところ】市公民館 第 7会議室
【内容】講話「介護保険サービスについて」「権利
擁護について」、情報交換

【講師】地域包括支援センター職員、成年後見人
サポーター職員

【対象】認知症の方を介護している市民の方
※認知症の方ご本人と一緒の参加も可能
【申し込み】下記にて電話で受付【参加料】無料
問 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 
  （地域包括支援センターにのみや）℡ 74-5139

【とき】8月 29日（日）午後 1時～ 5時
【ところ】観光まちづくりセンター
【定員】20人【主催】真岡落語研究会
問 真岡市観光協会 ℡ 82-2012

モオカの休日モオカの休日第24回荒町寄席第24回荒町寄席
入場料入場料
無料無料


