
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。

登録者登録者
募集中募集中11月11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。
と　き と　こ　ろ

10日（水）午前10時～11時 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

ひきこもりに関する相談会ひきこもりに関する相談会
　子ども若者・ひきこもり総合相談センター「ポ
ラリス☆とちぎ」が相談会を開催します。ひきこ
もる家族にどう声をかけたらいいのか、将来が心
配など、当事者のみで悩まず、ぜひご相談ください。
【とき】11月 18日（木）
　① 10:00 ② 11:00 ③ 13:00 ④ 14:00
【ところ】総合福祉保健センター 心配ごと相談室
【申し込み】相談日の 3日前までに、下記にて電
話で受付。（各時間 1組）
※相談には、ひきこもりサポーターが同席します。
問 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129

マシン deエクササイズマシン deエクササイズ 
12 月コース体験教室参加者募集12 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】11月 25日（木）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

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）を受診しましょうを受診しましょう

【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。

【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

11
月
8
日
㈪

9:00-9:15 寿町商店街駐車場13:00-13:15上清水公民館
9:35-10:10 サンキ真岡店北側駐車場 13:35-13:50下清水公民館
10:30-10:50 ＪＡはが野

真岡支店 14:15-14:30大中内北山公民館
11:15-11:30 飯貝公民館 14:50-15:05西田井駅前公民館

11
月
11
日
㈭

9:00-9:25 市公民館中村分館11:10-11:40ザ・ビックエクストラ真岡店駐車場
9:45-10:15とりせん真岡店13:00-13:20真岡市シルバーサロン駐車場
10:35-10:55 真岡保育所 13:40-14:05高勢町第2公民館

11
月
16
日
㈫

9:00-9:15 東大島公民館11:25-11:45八木岡公民館
9:35-9:50 小林中央公民館13:00-13:25セブンイレブン真岡八木岡店
10:10-10:25八條南公民館13:45-14:15 大谷公民館
10:45-11:00 東郷公民館

問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

離乳食教室離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方

【とき】11月19日（金）午前10時～11時 15分
　（アンケート記入のため20分前までにお越しください）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】令和 3年 4月・5月生まれで、離乳食が
　始まっているお子さんと保護者　先着 15組
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】11 月 5日（金）午前 9時から、下
記にて電話で受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

11 月に 70 歳を迎える方へ11 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
　11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 11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。11月に申請された方への温
泉券の交付枚数は、5枚（5カ月分）です。
問 いきいき高齢課高齢者福祉係 ℡ 83-8195

祉係

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
HOKUSAHOKUSAII（北斎）（北斎）
【とき】11月 13日（土）
　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

認知症個別相談会認知症個別相談会
　芳賀赤十字病院認知症疾患医療センターの認知
症看護認定看護師による個別相談会を行います。
【とき】11月 24日（水）①13:30～ ② 15:00～
【ところ】二宮コミュニティセンター 201会議室
【対象】認知症の心配がある方または認知症の症
状に困っているご家族など  ※事前予約制です

【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 ℡ 83-8132 

久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
クリスマスワークショップクリスマスワークショップ
雪の結晶オーナメントをつくろう雪の結晶オーナメントをつくろう
【とき】12月12日（日）
　午前の部10:00～11:00 午後の部14:00～15:00
参加は午前・午後のどちらか1回のみとなります

【ところ】観光まちづくりセンター 2階
【対象】市内在住の 5歳～中学生とその保護者
　（お子さま 1人につき、付き添い 1人まで）
【定員】各回 先着 8人（会場の都合上、付き添
　い含め８人までとなります）
【持ち物等】汚れてもよい服装 【参加費】無料
【申し込み】11月 19日（金）までに、下記にて
　電話、FAX、メールで受付
※FAX、メールの場合は、下記をご
記入ください。後日、受信確認の連
絡をします。1週間以内に連絡が無
い場合は、再度申し込みください。
＜件名＞「雪の結晶オーナメントをつくろう」参加申込
＜本文＞①参加者/保護者の氏名・年齢・学年②住所
　③電話番号④保護者も含めた参加人数⑤参加時間
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732 ℻  83-4070
　 メール：bunka@city.moka.lg.jp

にのみや“とちおとめ”ホールにのみや“とちおとめ”ホールでで
ピアノを弾こう！ピアノを弾こう！

　グランドピアノヤマハCFを弾いてみませんか。
【とき】11/21（日）、11/23（火祝）、11/24（水）
　11/25（木）、11/26（金）、11/28 日（日）
　午前 9時～午後 4時 50分
【ところ】真岡市にのみや“とちおとめ”ホール
　（生涯学習館）
【対象】市内在住または勤務の方
　（小学４年生以下は保護者同伴）
【使用料】500円 /1 枠 50分
　（１人 1日 2枠まで予約可）※先着順
【申し込み】11 月 8日（月）から、下記窓口ま
たは電話で受付（8:30 ～ 17:15）
※レッスン、発表会、その他目的外使用や、営
利目的利用は不可
※同一家族等のみホール入場可（利用も可）
問 市公民館二宮分館 ℡ 74-0107（日・祝日休み）

市民市民
講座講座

自分でそばを打ってみませんか
そば打ち教室

【とき】12月 3日、12月 10日、12月 17日
　（毎週金曜日、全 3回）午前 9時～正午頃
【ところ】市公民館二宮分館　調理室
【対象】市内在住または勤務の方  先着 14人
　（前年度未受講の方優先）
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、
　打ったそばを持ち帰る容器
【受講料】1回につき 800円（材料代）
【申し込み】11 月 8日（月）から、下記窓口ま
たは電話にて受付（8:30 ～ 17:15）
問 市公民館二宮分館 ℡ 74-0107（日・祝日休）

市HP

まちなか保健室まちなか保健室〔11月〕〔11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）
＜栄養相談＞栄養士との個別相談
【とき】14日（日）10:00 ～ 12:00【定員】2人
＜お口の健康相談＞歯科衛生士による個別相談
【とき】24日（水）13:30 ～ 14:30【定員】3人
まちなか保健室 まちなか保健室 田町館田町館 11月から再開
℡ 080-8096-9918（9:00 ～ 16:00）

＜健康講話＞糖尿病予防のお食事術
【とき】10日（水）13:30～ 14:30【定員】5人
＜栄養相談＞栄養士との個別相談
【とき】28日（日）10:00 ～ 12:00【定員】2人

共　通　事　項共　通　事　項
【対象】市内在住の方
【申し込み】下記にて電話で受付（事前予約制）
問 健康増進課健康づくり係 ℡ 83-8122

秋秋のの全国火災予防運動全国火災予防運動
11 月 9日（火）～ 15日（月）

おうち時間　家族で点検　火の始末
　これからの季節は、空気が乾燥し火災が発生
しやすくなります。住宅では、火を使う場所だ
けではなく、建物周辺にも燃えやすいものは置
かないようにしましょう。逃げ遅れを防ぐため
にも、住宅用火災警報器を設置しましょう。
※期間中、8時と 19時にサイレンを鳴らします。
問 芳賀地区広域行政事務組合 
　 消防本部 真岡消防署 ℡ 82-3161

生涯学習フェスティバル生涯学習フェスティバル
1日体験講座受講生募集1日体験講座受講生募集

① ZOOMでシュガークラフト体験
②こころと身体の健康セミナー
③苔（こけ）テラリウムをつくろう！
④籐（とう）工芸教室
⑤ひょうたんランプ教室
⑥ミニ絵本作り講座
【対象】市内在住・勤務の方（複数申込可、定員超抽選）
【申し込み】11月 19日（金）までに、
　専用フォームまたは下記電話にて受付
　①②③生涯学習課 ℡ 82-7150
　④⑤市公民館二宮分館 ℡ 74-0107
　⑥真岡市立図書館 ℡ 84-6151
問 生涯学習課生涯学習係 ℡ 82-7150

専用フォーム

講座の詳細は
こちらで確認
ください


