
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。

●栃木県交通安全協会入会しませんか
　栃木県交通安全協会に入会すると、さまざまな
サービスをお得に受けることができます。【会員特
典内容】・協賛店割引サービス制度・チャイルドシー
ト無料貸出制度・交通事故入院見舞金制度・系列自
動車学校への入学金割引など【会費】3年 1,200 円、
4 年 1,600 円、5 年 2,000 円運転免許証
更新時に入会可能【問い合わせ】栃木県交
通安全協会℡ 028-622-8483 真岡警察署
内真岡地区交安全協会℡ 82-6990 栃木県交通

安全協会HP

令和 3年度 令和 3年度 人間ドック・脳ドック料金の助成実施中です人間ドック・脳ドック料金の助成実施中です
【対象者】下記の①②を満たす方
　①国民健康保険加入者（35歳以上）、または後期高齢者医療保険加入者の方
　②国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の滞納がない方
【申し込み手順】①検診機関に直接申し込み ②予約した受診日・検診内容等を国保年金課
　または二宮支所へ連絡 ③後日送付される受診券と被保険者証を持参の上、検診機関で受診

注
意
事
項

・令和 3年度に特定健診を受ける方は、人間ドッグの助成が受けられません。（脳ドックのみは可）
・助成を受けられるのは、年度内 1回です。
・人間ドックを受診する 40歳以上の方は、検診結果を市に通知することで、特定健診・健康診査を
受診したことになりますので、対応可能な検診機関で受診される際は、受診券の同意欄に署名を
お願いします。同意いただけない場合は、助成の対象外になります。

真

岡

市

外

医 療 機 関 コース 個人負担額 電話

社会医療法人
中山会
宇都宮記念病院

人間ドック（日帰り）22,800円

028-625
-7831

人間ドック（1泊2日）47,100円
人間＋脳ﾄﾞｯｸ（日帰り）51,500円
人間＋脳ﾄﾞｯｸ（1泊2日）76,800円
脳ドック 24,000円

宇都宮
セントラル
クリニック

人間ドック（一般）22,800円
028-657
-7302

人間ドック（総合）57,000円
人間ドック（スーパー）90,000円
脳ドック 24,000円

宇都宮東病院

人間ドック（一般）22,800円
028-683
-5771

人間ﾄ ｯ゙ｸ（ふるさとｻﾎ゚ ｰﾄ) 22,800円
人間＋脳ドック 48,200円
脳ドック 21,000円

うつのみや病院
（旧宇都宮社会
保険病院）

人間ドック（日帰り）23,400円
028-688
-5522人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日男性）43,800円

人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日女性）47,100円

真

岡

市

内

医 療 機 関 コース 個人負担額 電話
西真岡ｱｸｾﾌﾟﾄ
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾘﾆｯｸ 人間ドック 19,700円 80-1000

高橋内科ｸﾘﾆｯｸ 人間ドック 21,160円 84-7580

芳賀赤十字
病院

人間ドック（日帰り）29,500円
82-2195人間＋脳ﾄﾞｯｸ（日帰り）51,500円

脳ドック 14,400円

福田記念病院
人間ドック 22,200円

84-7765人間＋脳ドック 42,700円
脳ドック 15,000円

真岡西部ｸﾘﾆｯｸ 人間ドック 18,000円 82-2222

真岡病院
人間ドック 23,440円

84-6311人間＋脳ドック 41,200円
脳ドック 17,840円

真岡脳神経
クリニック

脳ドック（A） 19,100円
81-0070

脳ドック（B）（C）11,000円
真

岡

市

外

医 療 機 関 コース 個人負担額 電話
栃木県保健
衛生事業団 人間ドック 23,030円 028-623

-8282

済生会
宇都宮病院

人間ドック（1泊2日）47,100円

028-626
-5565

人間ドック（日帰り男性）24,000円
人間ドック（日帰り女性）27,300円
人間＋脳ﾄﾞｯｸ（1泊2日）80,100円
人間＋脳ﾄ゙ ｯｸ（日帰り男性）57,000円
人間＋脳ﾄ゙ ｯｸ（日帰り女性）60,300円
脳ドック 35,000円

自治医科大学
健診センター 人間ドック 35,220円 0285-44

-2100

鷲谷病院
（宇都宮市）

人間ドック（一般）24,000円

028-648
-0484

人間ドック（総合 脳） 49,300円
人間ドック（総合 膵臓）49,300円
人間ドック（総合 心臓）41,600円
脳ドック 21,600円

さくらがわ地域
医療センター
（茨城県桜川市）

スタンダード 21,600円
0296-54
-5100

プレミアム 43,800円
レディーススタンダード 23,400円
レディースプレミアム 55,900円

獨協医科大学
病院

人間ドック（日帰り）25,000円

0282-87
-2216

人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日男性）48,200円
人間ﾄ゙ ｯｸ（1泊2日女性）57,330円
人間＋脳ｵﾌﾟｼｮﾝ検査
（1泊 2日男性） 77,900円

人間＋脳ｵﾌﾟｼｮﾝ検査
（1泊 2日女性） 87,030円

脳ドック 24,000円

城西総合健診
センター
（茨城県結城市）

人間ドック（日帰り）22,800円

0296-33
-0115

人間＋脳ﾄﾞｯｸ（日帰り）49,300円
人間ドック（1泊2日）46,000円
人間＋脳ﾄﾞｯｸ（1泊2日）73,500円
脳ドック 35,000円

問 国保年金課国民健康保険係 ℡ 83-8123　 高齢者医療係 ℡ 83-8593　 二宮支所 ℡ 74-5004 

診

みんなのひろば

ラジオ体操を学ぼう！ラジオ体操を学ぼう！
　ラジオ体操で身体を動かしながら、動きのポ
イントを楽しく学ぼう。
【とき】12月11日（土）午前10時～11時30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 206・207会議室
【対象】市内在住・通勤・通学されている方 先着15人
【講師】公認 1級ラジオ体操指導士 田邊 恭子 氏
【持ち物等】動きやすい服装、運動靴、タオル、飲み物
【申し込み】下記にて電話で受付 【参加費】無料
問 コラボーレもおか ℡ 81-5522（月曜・祝日休）

第 81 回第 81 回
こらぼ茶話こらぼ茶話

● e-Tax による確定申告のお知らせ
　確定申告会場は大変混雑することが予想されま
す。会場でなくても、マイナンバーカードとスマー
トフォン（マイナンバー読取対応）または、ICカー
ドリーダーライタがあれば、e-Tax を利用して自宅
等で申告書の作成と提出ができます。感染症対策の
観点からも、ぜひ e-Tax をご利用ください。《令和
3年分（令和 4年 1月以降）から e-Tax はさらに
便利になります》◎ ICカードリーダーライタ無し
（スマートフォンを利用）で e-Tax 送信◎スマート
フォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影し自
動入力◎スマートフォン申告専用画面の対象範囲の
拡大◎マイナポータルと連携した自動入力
項目の拡大など【問い合わせ】真岡税務署
℡ 82-2115（自動音声が流れます②の番
号を選択してください） 国税庁HP

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。サ
ポーターとは、何か特別なことをするのではな
く、認知症の人や家族に対する理解者になること
です。お気軽にご参加ください。
【とき】12月8日（水）午前10時～11時30分
【ところ】市公民館第７会議室
【受講料】無料
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【申し込み】下記窓口または電話で受付
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

オンラインオンライン離乳食教室離乳食教室
【とき】12月16日（木）午前10時～10時40分
【対象】令和 3年 5・6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
【内容】2回食にむけての進め方、大人の食事か
ら取り分けできる離乳食と作り方など

【申し込み】11 月19 日（金）から、市
HPの専用申し込みフォームにて受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121 離乳食教室

申し込み

真岡市国際交流協会主催真岡市国際交流協会主催
筆ペン講座筆ペン講座

　筆ペンを使って、のし袋の書き方を学びます。
また、簡単な年賀状づくりも行います。
【とき】12月 4日（土）午前 10時～正午
【ところ】青年女性会館 ２階ホール
【定員】先着15人 ※筆ペンは事務局で用意します
【参加費】500円（真岡市国際交流協会員の方は無料）
【申し込み】11月 26日（金）までに、下記にて
　電話、FAX、メールで受付
問 真岡市国際交流協会事務局（くらし安全課内）
　 ℡ 83-8719 FAX83-8392
　 メール : kurashianzen@city.moka.lg.jp

Patrocínio MIAPatrocínio MIA
「Arte de escritura com pincel」「Arte de escritura com pincel」
  Aprender a preencher o envelope japonés 
(Noshibukuro) com pincel japonés (Fude).
Vamos fazer o cartão de fi m de ano japonés 
(Nengajo) também! 
【Data】Dia 4 de Dezembro de 2021
　(Sábado) AM 10:00 ～ 12:00 
【Local】 Seinen Jyosei Kaikan Hall（2F）  
【Custo】￥500 Membros da MIA gratuito.
【Número de participantes】As primeiras 15 pessoas
【Inscrição】Por favor, inscreva-se por telefone,
　fax ou e-mail até dia 26 de Novembro
【Mais informações】Associação Internacional 
　de Moka（Kurashi Anzen Ka）
　℡ 83-8719 ℻  83-8392
　Email: kurashianzen@city.moka.lg.jp

El arte de la escritura con pincelEl arte de la escritura con pincel  
　Le enseñaremos a escribir en los sobres 
llamados NOSHI. También confeccionaremos 
sencillas tarjetas de Año Nuevo.
【Dia y hora】Sábado 4 de diciembre  a 
partir de 10 AM a 12M

【Lugar】Seinen Jyosei Kaikan Hall（2F） 
【Costo】500 yenes (Socios de MIA, gratis)
【Participantes】 15 personas
【Inscripción】Hasta el viernes 26 de 
noviembre TEL, FAX o mail

【Inscripción e Informes】Asociación
　Internacional de Moka  (Life Safety Division)
　℡ 83-8719 ℻  83-8392
　Email: kurashianzen@city.moka.lg.jp

"Brush Pen Course" sponsored by "Brush Pen Course" sponsored by 
Moka City International AssociationMoka City International Association
　You will be taught how to write a NOSHI 
bag using a brush pen.We also make simple 
New Year's cards. 
【Date】December 4, 2021（Sat.）
　from 10a.m. ～ 12:00 noon
【Place】Youth Women's Hall 2F Hall
【Cost】500yen　Moka International 
　Association members are free of charge
【Number of people】 First 15 people
　Guests are requested to apply by phone, 
　FAX or e-mail by Friday, November 26. 
【Application/Inquiry】Moka City International 
　Association Offi  ce (Life Safety Division)
　℡ 83-8719 ℻  83-8392
　Email: kurashianzen@city.moka.lg.jp

英語〔English〕

スペイン語〔Español〕

ポルトガル語〔Português〕


