
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〔10月〕〔10月〕
まちなか保健室　駅前館まちなか保健室　駅前館
℡ 080-9990-3998（9:00 ～ 16:00）

＜健康講話＞あなたの血管年齢をチェック
【とき】27日（水）13:30～ 14:30
【定員】5人
【対象】市内在住の方
【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

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
いのちの停車場いのちの停車場

【とき】10月 20日（水）
　① 14:00 ～ ② 18:30 ～
※各回定員 550人
【ところ】市民“いちご”ホール 
【入場料】入場券当日購入可
　大人（高校生以上）1,000 円
　中学生以下（4歳以上）500円　※全席自由
　令和 3年度真岡市芸術鑑賞会会員無料
※令和 3年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中です
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 29 日（金）
9:00-9:15 物部会館 11:25-11:40 久下田小学校
9:35-9:50 北鹿公民館 13:00-13:25 程島公民館
10:10-10:25 沖公民館 13:45-14:20 二宮保健センター
10:45-11:05 大根田公民館

11 月 1 日（月）
9:00-9:15 長沼小学校 11:25-11:45 堀込公民館
9:35-9:50 清水商店

南側薬師堂 13:00-13:15 古山公民館
10:10-10:30 鷲巣公民館 13:35-13:55 長島公民館
10:50-11:05 大道泉公民館 14:15-14:45 どんとこい広場

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

科学教育科学教育センターセンター
プラネタリウム一般公開プラネタリウム一般公開
【とき】10月 23日（土）、30日（土）
　①午前 11時 ②午後 1時 30分
※途中入場不可、投影開始 10分前
　までに受付を済ませてください。
【内容】当日の星空解説、「えんとつ
町のプペル」投影時間 約 50分

【定員】約80人（事前予約30人含む）
【観覧料】高校生以上200円、4歳～中学生100円、
3歳以下無料（開始 30分前から観覧券を販売
します、定員になり次第販売終了）
※事前予約可（各日先着 30人）、観覧希望日の
5日前から前日までに、下記にて電話
で受付（8:30~17:15）

※中止・変更になる場合があります。来
館前にHPで最新情報を確認ください。
問 科学教育センター ℡ 83-6611

市HP

 11 月の集団健診 11 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
 8 日（月）、 9 日（火）、
12日（金）、18日（木）、
24日（水）、28日（日）、
30日（火）

総合福祉保健センター

17日（水）、19日（金）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
17日（水）、24日（水）、
25日（木）、30日（火）   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

●困ったら一人で悩まず行政相談
　10月 18日（月）～ 24日（日）は行政相談週間
です。社会福祉、医療保険や年金、道路や公共施設、
役所の手続きなどの相談は、近くの行政相談員、ま
たは下記へお気軽にご相談ください。相
談無料・秘密厳守です。＜総務省栃木行
政相談センター＞℡ 028-634-4680
※ HPでも相談を受け付けしています。 総務省

行政相談HP

●令和 3年度　精神保健家族教室のお知らせ
　こころの病をもつ方のご家族同士で、お互いの悩
みを語り合い、病気について正しい知識や対応を
学びませんか。【とき・内容】11/19（金）学習会
「当事者の歩んだ道のりと思いを聞く」、1/21（金）
学習会「自立に備えて～親亡き後の生活を支える
～」3/18（金）座談会～今年度のまとめ～【時間】
13:30 ～ 15:30【ところ】県東健康福祉センター【対
象】芳賀地区在住で、こころの病（主に、統合失調
症）をもつ方のご家族【申し込み】開催日の 1週
間前までに下記にて電話で受付【問い合わせ】県東
健康福祉センター健康支援課 ℡ 82-2138

● 10月は全国不正軽油撲滅強化月間です
　不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に、軽油
の代替燃料として灯油や重油を混和する等して使用
するものです。知事の承認を受けずに自動車の燃料
として灯油や重油などを使用すると、罰則の適用を
受けることがあります。不正軽油に関する
情報は下記へお知らせください。【問い合
わせ】栃木県税事務所軽油引取税調査担当
“不正軽油 110番℡ 0282-23-3862” 不正軽油110番

情報提供フォーム

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《11月》サロン《11月》
　日程等が変更になる場合がありますので、参加
の際は、市HPや問い合わせ先にて確認ください。
子育て支援センター・地域サロン開設日子育て支援センター・地域サロン開設日
と　こ　ろ 開設日・時間

第一子育て
支援センター

月～日（祝日除く）
9:00～11:30、12:30～16:15

第二子育て
支援センター

月～金（祝日除く）
9:00～11:30、12:30～16:15

二宮地域サロン
（二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

10・24日（水）
9:00 ～ 11:45

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（24日午後、26日午後、
11日、17日、祝日除く）
9:00～12:00、13:00～15:00

第一子育て支援センターの行事予定第一子育て支援センターの行事予定
 4日（木）開館時間内いつでもこっこ 身体計測
11日（木）10:45～※予約制あつまったらリトミック
19日（金）10:45～※予約制オピママと遊ぼう
24日（水）10:45～※予約制こっこ お誕生会

問 第一子育て支援センター ℡ 84-1545

第二子育て支援センターの行事予定第二子育て支援センターの行事予定
 9日（火）10:00～※予約制 子育て健康相談
10日（水）10:45～※予約制 ぴよぴよ お誕生会

問 第二子育て支援センター ℡ 84-4100

にのみや保育園子育て支援センターの行事予定にのみや保育園子育て支援センターの行事予定
 2・9・16日（火）
5・12・19日（金）11:00～ 体育あそび

  8 日（月） 11:00～ リズム遊び

 15日（月） 11:00～ 栄養士の先生とほっとなひととき
問 にのみや保育園子育て支援センター ℡73-2200

市民市民
講座講座 切り絵講座

【とき】11/6、11/13、11/20、
11/27、12/4

　（毎週土曜日、全 5回）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】市公民館中村分館　
【対象】市内在住または勤務の方 先着 20人
【受講料】200円（材料代）
【持ち物】デザインカッター、カッターマット
　※お持ちでない場合は、600円で用意します。
【申し込み】10月 19日（火）～ 28日（木）までに、
　下記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）
問 市公民館中村分館 ℡ 82-2902
　 （日曜・月曜・祝日休）


