
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の徹底をお願いします。
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のHPや市公式アプリからもご覧いただけます。 iOS版Android 版

市公式アプリは
こちらから
ダウンロード
できます。

まちなか保健室まちなか保健室〔9月〕〔9月〕
まちなか保健室 駅前館 まちなか保健室 駅前館 休館休館
※＜お口の健康相談＞のみ開催

＜お口の健康相談＞
歯科衛生士による個別相談
【とき】22日（水）13:30～ 14:30
【対象】市内在住の方 【定員】3人
【申し込み】下記にて電話で受付

まちなか保健室 まちなか保健室 田町館 田町館 休館休館
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

みんなのひろば

●働く人のメンタルヘルス相談
　職場でのストレスやメンタルヘルス不調を抱え
る方、その家族や上司・同僚の方からの相談に、
産業カウンセラーが無料で応じます。（秘密厳守）
【相談場所・相談日】《宇都宮労政事務所》9/10、
10/26、11/12、12/21、1/14、2/22、3/11《小
山労政事務所》9/28、10/8、11/30、12/10、
1/25、2/18、3/22【時間】13:30 ～ 16:30【予約】
希望日の 3日前までに、希望の労政事務所へ予約
ください。【問い合わせ】宇都宮労政事務所℡ 028-
626-3053 小山労政事務所℡ 0285-22-4032

●栃木県立盲学校 体験学習
【日程】《幼稚部》11/11（木）10:00 ～ 11:30《小
学部》9/28（火）10:00 ～ 11:30《中学部》9/22（水）
10:00 ～ 11:30《高等部（普通科）》10/11（月）9:30
～ 12:00《高等部（保健理療科・専攻科）》10/26
（火）9:30 ～ 12:00【対象】視覚に障害のある幼児・
児童・生徒とその保護者、視覚に障害のある成人の
方【申し込み】実施日の 2週間前までに電話また
は FAXで下記へ申し込み。小・中・義務教育学校
生は、通学している学校にて申し込み。※高等部保
健理療科・専攻科は、あん摩マッサージ指圧師・は
り師・きゅう師を養成し、視覚に障害のある方の職
業自立をサポートします。【問い合わせ】栃木県立
盲学校℡ 028-652-2331 ℻  028-652-4602

●写真友の会の作品展示「日本の四季」
【とき】9月 29日（水）まで【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

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
【とき】9月 16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
【とき】9月 27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

9 月に 70 歳を迎える方へ9 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
　9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 9月 30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。9月に申請された方への温
泉券の交付枚数は、7枚（7カ月分）です。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

祉係

ふれあいフェスティバル中止ふれあいフェスティバル中止
　10 月 24 日（日）子ども発達支援センターひ
まわり園にて開催を予定していた“ふれあいフェ
スティバル”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す。
問 社会福祉協議会 ℡ 82-8844

ぬいぐるみおとまり会ぬいぐるみおとまり会
　ぬいぐるみと一緒におはなしを聞いたら、ぬ
いぐるみは図書館にお泊りします。その様子を
アルバムにしてプレゼントします。
【とき】9月 23日（木・祝）
　午後 1時 30分～ 2時：おはなし会、お泊り
　9月 26日（日）午後 1時～：お迎え
【対象】3歳～小学 3年生以下のお子さま
　先着 5組（ぬいぐるみは 1人 1つまで）
【申し込み】9月14日（火）午前10時から、
　下記窓口または電話にて受付
問 二宮図書館 ℡ 74-0286

二宮二宮
図書館図書館

　　  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・雑誌・紙芝居・
レコードなどを無償で提供します。
【とき】9月 26日（日）
　① 11:00 ～ 12:00 ② 13:00 ～ 14:00
　③ 14:30 ～ 15:30 ④ 15:30 ～ 16:30
　①～③入場券をお持ちの方のみ　④自由入場
【ところ】真岡市立図書館【持ち物】マイバッグ
【申し込み】9 月 19 日（日）午前 10 時から、
図書館玄関前にて入場券を配布します。
　（なくなり次第終了）
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151

真岡市立真岡市立
図書館図書館

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
キノコのふしぎをさぐろうキノコのふしぎをさぐろう
　雑木林へ出かけて、色も形もさまざま
なキノコの生態を楽しく観察します。
【とき】9月 20日（月・祝）※小雨決行
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】根本山自然観察センター 
【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
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、軍手、
　飲み物、あればキノコの図鑑、（小雨の場合は、
　雨具、長靴）
【参加費】無料
【申し込み】9月 5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（月曜・祝日の翌日休）
 　℡ 83-6280

ま

後期高齢者歯科健診後期高齢者歯科健診
【実施期間】11月 30日（火）まで（休診日を除く）
【対象者】令和 3年度中に 76歳を迎える方
【受診方法】後期高齢者歯科健診受診券に記載さ
れている医療機関に直接予約し、受診券を持
参して健診してください。

【自己負担金】無料
※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 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

マシン deエクササイズマシン deエクササイズ 
10 月コース体験教室参加者募集10月コース体験教室参加者募集
　1カ月間、マシンジムトレーニングを好きな
日時に 5回まで無料で利用できます。
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）I Fitness
【対象】30～ 64歳の市民で運動したいと思って
　いる方　先着 20人
【申し込み】9月 25 日（土）までに、“いちご”
の湯（井頭温泉）にて電話で受付 ℡ 83-8822
《受付時間》10:00 ～ 21:00（火曜休）
※体験教室の参加は年 1回のみとなります
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

00

水道メーターを交換します水道メーターを交換します
【期間】9月 15日（水）～ 10月 6日（水）
【対象】該当する方には、個別に登録されている
住所へ通知します。

【費用】無料
※水道メーターの交換中は、10分間程度水道が
使えなくなります。

※留守の場合でも、交換することがあります。

問 水道課庶務係 ℡ 83-8167

♦交換業者は、市で発行した証明書を提示しま
す。悪質な訪問販売にご注意ください。

♦交換および検針に支障をきたします
ので、メーターボックスの上に物を
置いたり、近くに犬などを繋がない
ようお願いします。

。

農産物販売交流施設いがしら農産物販売交流施設いがしら
“あぐ里っ娘”一部利用休止“あぐ里っ娘”一部利用休止
　あぐ里っ娘の改修工事に伴い、施設の一部が
利用休止となります。
【休止期間】9月 1日（水）～ 10月 15日（金）
【休止施設】あぐ里っ娘（交流・展示室）
※農産物直売所は通常営業しています
問 農政課農業振興係 ℡ 83-8139

一般介護予防事業一般介護予防事業

いきいき運動教室いきいき運動教室
筋肉を貯めよう編筋肉を貯めよう編

　生活に大きく影響する「足の筋肉」と「お腹
の筋肉」を鍛える運動を行います。
【とき】 10 月 1日からの毎週金曜日、全 12回
　午後 1時 30分～ 2時 30分
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）I Fitness
　※送迎なし
【対象】65 歳以上の市民で、体の動きを改善し
　たい方　先着 10人
※介護保険サービスを利用していない方が対象
です。今年度、はじめていきいき運動教室を
利用する方が優先になります。

【申し込み】9月 6日（月）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 
  （地域包括支援センターにのみや）℡ 74-5139

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（火）まで（休診日を除く）
【対象者】令和 3年度中に 40歳、50歳、60歳、
　70歳を迎え、自分の歯がある方
【受診方法】歯周病検診受診券に記載されている
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 3年度中に 70歳を迎える方は無料です。
※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 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122


