
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。

 10月の集団健診 10月の集団健診
過去 2年間（女性がん検診は昨年度）

に受診した方には、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
【受付時間】午前 8時～ 10時 30分
  4日（月）、25日（月）、
27日（水） 総合福祉保健センター

12日（火）、13日（水）市公民館大内分館
21日（木）、22日（金）市公民館山前分館

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
14日（木） 総合福祉保健センター

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
◎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。

後期高齢者健康診査施設健診実施中後期高齢者健康診査施設健診実施中
　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 11 月末までです。対象者には、8月末に受
診券を送付しました。

◆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。
問 健康増進課健康づくり係 ℡83-8122

みんなのひろば
●野生のきのこ類を採取・販売する方へ
　野生のきのこ類については、原子力災害対策特別
措置法に基づき出荷制限区域で採取されたものは販
売できません。また、出荷制限区域以外の地域で採
取されたものは、県の放射性物質モニタリング検査
などで安全であることを確認してください。検査結
果は栃木県HPで「作物別モニタリング」で、出荷
制限区域については「出荷制限」で検索できます。
販売の際は、「品目名」のほか、「産地（都道府県名
＋市町名）」と「野生」の表示を徹底してください。
【問い合わせ】〈野生のきのこについて〉県東環境森
林事務所℡ 81-9004〈食品の安全について〉県東
健康福祉センター℡ 83-7220

もおか子ども美術館ワークショップフェスタもおか子ども美術館ワークショップフェスタ
描こう！つくろう！描こう！つくろう！
みんなの久保アトリエみんなの久保アトリエ

　自由な表現で楽しく創作しましょう。作品は
「子ども学芸員」が審査し、「もおか子ども美術館」
（10 月に久保記念観光文化交流館にて開催）に
展示します。入賞者には記念品を差し上げます。
【とき】9月25日（土）、26日（日）午後1時～4時
【ところ】市公民館、青年女性会館

◆イベント内容◆
①お絵かきの部屋　②立体の部屋
③映画の部屋『絵を描く子どもたち』上映会
　１回目 13:00　2回目 14:00　3回目 15:00
④おまけの部屋「缶バッジ作り」参加費 200円
　１回目 13:00　2回目 14:00　3回目 15:00
【対象】中学生以下（小学4年生以下は保護者同伴、
保護者は子ども 1人につき 1人まで）

【定員】各部屋　先着 15人
【持ち物等】汚れてもよい服装
※創作で使う画材、素材は持込も可能。
【申し込み】下記にて電話、FAX、メールで受付
※FAX、メールの場合は、下記を記入ください。
申し込み後、1週間以内に受付確認の連絡が無
い場合は、再度申し込みください。
＜件名＞みんなの久保アトリエ参加申込
＜本文＞参加者・保護者の名前、お子さまの学 
　　　　年または年齢、電話番号、住所、参加
　　　　人数、希望する日時・部屋
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732 ℻  83-4070
　 メール：bunka@city.moka.lg.jp

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
秋も虫とり名人になろう秋も虫とり名人になろう
　虫の持ち方や網の使い方を修行し、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】9月 25日（土）※雨天中止
　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、運動靴、
飲み物、虫とり網、虫かご

【参加費】無料
【申し込み】9月 11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（月曜・祝日の翌日休）
 　℡ 83-6280

マタニティセミナーマタニティセミナー
　赤ちゃん人形を使っての沐

も く よ く

浴体験、抱っこの
仕方、妊婦擬似体験などを行います。
【とき】9月 25日（土）※開始 5分前までに受付
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住で妊娠中の夫婦　先着 15組
　（おおむね 28週以降、胎児が双子の
　場合は妊娠 24週以降で参加可）
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】9月 10 日（金）午前 9時
から電話受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

登録者登録者
募集中募集中10月10月のの結婚相談会結婚相談会

　結婚相談員が、あなたの出会いをサポートしま
す。「そろそろ結婚したいな…」「結婚したいけど出
会いが少ない」という方は、気軽にご相談ください。

と　き と　こ　ろ
 6 日（水）午前 10時

　～ 11時
二宮コミュニティセンター

16日（土） 青年女性会館
【対象】市内にお住まい・お勤めまたは住む意思
のある方で、結婚を希望する独身男女

【持ち物】上半身と全身の写真（L判縦 13㎝×
横 9㎝）、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

プロから学ぶ！歩き塾プロから学ぶ！歩き塾
　プロから効果的な歩き方を教わり、
元気に楽しく歩きましょう！
《第 1 回》　歩き方講座《第 1 回》　歩き方講座
【とき】10月 5日（火）
　午前 10時～ 11時（9時 45分集合）
【ところ】武道体育館（武道体育館入り口付近集合）

《第 2 回》　ウォーキング実践《第 2 回》　ウォーキング実践
【とき】10月 21日（木）
　午前 10時～ 11時（9時 45分集合）
【ところ】真岡井頭公園（プール売店付近自由広場集合）
※どちらか 1回のみの参加も可
【対象】市民の方　各回先着 30人
【講師】健康運動指導士 西潟 洸太 氏
【持ち物等】歩きやすい服装、飲み物、　帽子、
　タオル、レインコート等の雨具（必要な場合）
【申し込み】下記にて電話で受付
【その他】荒天時中止。当日午前 8時 30 分以降
に下記へ問い合わせください。小雨の場合は
開催します。
　当日の朝に検温し、平熱より高い体温の場合
は、下記へ連絡ください。
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

）

付いてますか？ 付いてますか？ 住宅用火災警報器住宅用火災警報器
　住宅用火災警報器は、全ての住
宅に設置が義務付けられています。
　住宅用火災警報器とは、天井や
壁に取り付け、火災時に発生する
煙や熱を早期に発見し、警報音や音声で火災を
知らせる器具です。
　既に設置されている住宅は、定期的に作動確
認をしましょう。
　詳しくは、下記へ問い合わせください。
問 芳賀地区広域行政事務組合
　 消防本部 真岡消防署 ℡ 82-3161

SNS 真岡市内飲食店等応援企画SNS 真岡市内飲食店等応援企画
＃真岡ごはん キャンペーン＃真岡ごはん キャンペーン
　「#真岡ごはん」を付けて投稿して
くれた方の中から抽選で 5人に素
敵な賞品が当たるキャンペーンを
開催中です。ぜひご参加ください。
【開催期間】 9 月 30 日（木）まで

問 情報政策課シティプロモーション係 ℡81-6947
※投稿する際は、マナーとしてお店の人に一声かけましょう

参
加
方
法

①市内の飲食店やお総菜屋さん等の食べ物
　を写真に撮る
②SNS（Facebook、Twitter、Instagram）
　でハッシュタグを付ける
　【#mokafan、#真岡ごはん、#店舗名】
③投稿する

て

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

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
る機会が増えた家族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。

【応募できる方】市内在住または市内勤務の方
【応募方法】文字数は原稿用紙 2～ 3枚程度。余
白に住所、氏名、電話番号を記入し、9月 30
日（木）までに、メール、郵送、持参で提出。
※優秀作品は、後日、表彰式を行います。
※応募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 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　 市民協働推進室 ℡ 83-8141 FAX83-5896
　 メール：shiminkyoudou@city.moka.lg.jp

芸術鑑賞会映画会芸術鑑賞会映画会
上映日変更のお知らせ上映日変更のお知らせ

　9月 11 日 ( 土 ) に予定していた映画会「いの
ちの停車場」は、緊急事態宣言期間中のため 10
月 20日 ( 水 ) に延期します。
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732


