
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。

スポーツスポーツ
教室教室
筋力トレーニング教室
（男性・女性）

　器具の使い方を学びながら、1日目は初級、2
日目は中級のトレーニング方法を学びます。
【とき】11月 8日（初級）、11月 22日（中級）
　（各月曜日、全 2回）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館　トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般男女 先着10 人

真岡市文化祭真岡市文化祭華道展延期華道展延期
　10月 9日（土）、10日（日）に開催を予定し
ていた、真岡市文化祭華道展は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため延期となります。
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レン（胸部レン
トゲン検診）トゲン検診）をを受診しましょう受診しましょう
【対象】40歳以上で（昭和 57年 4月
　1日以前生まれ）今年度胸部レント
　ゲン検診をまだ受けていない方

注

意

①妊娠中やその可能性がある方は、受診しな
いでください。

②高齢の方、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の持
病のある方、透析を受けている方、抗がん剤
や免疫抑制剤を使用している方で、不安のあ
る場合は、受診の延期もご検討ください。

③集団健診と同じ検査です。2重受診をしな
いよう注意ください。

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよ
い日時・会場で受診してください。
※下表以外の実施日は今後のWeeklyNews もお
かでお知らせします。市ＨＰでも確認できます。

【受診料】100円（喀痰検査希望の方は200円追加）
【検診結果】個別に通知
※ボタン・金属のついた肌着は身につけないでください

10 月 25 日（月）
9:00-9:15 谷貝新田公民館 11:10-11:30 上谷貝集荷場
9:35-9:50 長沼北小学校跡 12:45-13:10 上大曽公民館
10:10-10:30 青田北公民館 13:30-13:45 石島公民館

10 月 26 日（火）
9:00-9:20 寺内駅前公民館 13:00-13:15 三谷公民館
9:40-10:00 大和田公民館 13:30-13:45 原分公民館
10:20-10:35 横田公民館 14:00-14:15 桑ノ川公民館
10:55-11:15 東物井公民館 14:30-14:55 阿部品公民館
11:35-11:50 歴史資料保存館

問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

市HP

犬の登録・狂犬病予防注射犬の登録・狂犬病予防注射
 追加実施日程表 追加実施日程表

　生後 91日以上の飼い犬は、生涯１度の登録と
年１回の狂犬病予防注射が義務付けられていま
す。未実施の方や新たに犬を飼われた方は、最
寄の会場にて実施してください。

【料金】登録料（新規のみ）：3,000 円
　　　 注射代（毎年 1回）：3,300 円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）
※飼い犬が死亡しているときは、下記まで連絡ください。
問 環境課環境保全係 ℡ 83-8125

10 月 17 日（日）
9:00-9:15 山前分館 9:00-9:20 中村分館
9:30-9:45 大内分館 9:35-9:45 長沼会館

10:00-10:20 熊倉公園 （なかむらこども
 　クリニック南側）

10:00-10:15 二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 南側駐車場

10:35-10:55 真岡市役所北側仮駐車場10:30-10:45 物部会館

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】10月 21日（木）午前 10時～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター 301 会議室

あおぞらカフェ
【とき】10月 25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

スポーツスポーツ
教室教室

  第 2回 みんなで楽しむ
ニュースポーツ教室

　「屋内ペタンク」や「さいかつぼーる」など、
子どもから大人まで誰でも簡単に安全に楽しめ
るスポーツを行います。親子での参加も大歓迎。
【とき】11月 6日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内在住の方どなたでも  先着 30人

【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、 
タオル、 飲み物 　【参加費】無料

【申し込み】10月 11日（月）から、電話（平日
8:30 ～ 17:15）・FAX・メールにて受付
問 スポーツ振興課 ℡ 84-2811 FAX84-6258　
　 メール : sports@city.moka.lg.jp
※FAX・メールは氏名・住所・電話番号・年齢を明記

共通事項共通事項

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（8月7日延期分）
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】10月9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

気軽に太極拳気軽に太極拳
　太極拳を体験し心も身体もリフレッシュ！
【とき】10月 27日（水）午後 2時～ 4時
【ところ】二宮コミュニティセンター芝生広場
　（雨天時：206・207会議室）
【対象】市内在住・在勤・通学されている方 先着12人
【講師】楊名時太極拳 師範 上原 ミサト 氏
【持ち物等】動きやすい服装、運動靴、 タオル、 
飲み物　【参加費】無料

【申し込み】下記にて電話で受付 
問 コラボーレもおか ℡ 81-5522（月曜・祝日休）

第 80回第 80 回
こらぼ茶話こらぼ茶話

血糖が高めの方向け血糖が高めの方向け
フィットネス＆Lessonフィットネス＆Lesson

　糖尿病の予防も治療も、基本は食事と運動で
す。自分で良好な血糖コントロールができるよ
う、継続するためのポイントをプロから学んで
みませんか。
と　き 内　容

11/5（金）食事の食べ方の工夫とオーラルケアのポイント（講話）
11/22（月）効果的なフィットネス（講話・運動）
12/9（木）薬の効用と上手な付き合い方（講話）
【時間】① 9:00 ～ 10:00 ② 10:30 ～ 11:30
　希望時間をどちらか 1つ選択
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の方で、今年度受診した特定健
　診結果の血糖が高めの方　各回先着 10人
【申し込み】下記にて電話またはメールで受付
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122
　 メール：kenkou@city.moka.lg.jp

　　  としょかん　　  としょかん
　　　ハロウィンらんど　　　ハロウィンらんど

　カード探しゲームや絵本の読み聞かせ、バルー
ンアートパフォーマーによるショーを行います。
【とき】10月23日（土）午前10時～11時 10分
【ところ】真岡市立図書館
【対象】小学生以下 先着 15人
※申し込み不要、当日受付
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151

真岡市立真岡市立
図書館図書館

市民市民
講座講座

和菓子職人に学ぶ
季節の練り切り

　季節の草花を中心に、プロの細
工道具を使って造形を学びます。
【とき】11月 8日（月）
①午前の部10:00~11:30②午後の部14:00~15:30
【ところ】市公民館調理室
【対象】市内在住または勤務の方 各回 12人
　（定員超抽選）
【持ち物等】エプロン、三角巾、手拭き用タオル
【受講料】2,500 円（材料代）
【申し込み】10月 15日（金）までに、
　専用フォームまたは下記電話にて受付
問 生涯学習課生涯学習係 ℡ 82-7150 専用フォーム

市民市民
講座講座 風呂敷活用術 教室
～包んで結ぶ日本の文化を学びましょう～
【とき】11月9日（火）午前9時30分～11時30分
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方 先着 20人
【持ち物】新聞紙（2日分程度）、飲み物
【受講料】無料
【申し込み】10月11日（月）～29日（金）
　までに、下記窓口または電話にて受付
問 市公民館二宮分館 ℡ 74-0107（日・祝日休）

 第 35 回真岡市美術展 第 35 回真岡市美術展
真岡市の文化財真岡市の文化財

　市所蔵の貴重な美術品を展示します。
【期間】10月 18日（月）まで
　午前 9時～午後 6時
【休館日】火曜日　【入館料】無料
問 久保記念観光文化交流館 ℡82-2012

真岡市骨髄移植ドナー真岡市骨髄移植ドナー
支援事業奨励金支援事業奨励金

　骨髄・末梢血幹細胞移植の推進と、公益財団
法人日本骨髄バンクにおけるドナー登録者の増
加を図ることを目的に、奨励金を交付します。
【助成対象者】次のいずれにも該当する方とその
方が勤務する事業所等
①公益財団法人日本骨髄バンクが実施
する骨髄バンク事業にドナー登録を
行い、骨髄等の提供を完了した方
②骨髄等を提供した日において市内
に住所を有する方
③市税等の滞納がない方
【奨励金の額】＜ドナー＞ 1日につき 2万円
　　　　　　 ＜事業所＞ 1日につき 1万円
※骨髄等の提供のための通院、入院の日数で
　7日を上限とします。
※骨髄等の提供が完了した日から 1年以内に申
　請してください。
問 健康増進課地域医療係 ℡ 81-6946

の方）

部会館

参加費参加費
 無料 無料


