
　日程等の詳細は、本日（3/30）の真岡新聞の折
り込みで配布しました「特定健診・がん検診のご案
内」パンフレットまたはホームページ等をご覧くだ
さい。パンフレットは市役所でも配布しています。
　昨年受診されている方には、ハガキで今年の健診
日をお知らせしますので、予約不要です。圧着ハガ
キになっていますので、必ず開封して、自分の健診
日、未予約の健診（項目）の確認をしてください。

広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。https://www.city.moka.lg.jp/

4 月の図書館だより4 月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫3、10、17、24日（火）午前10時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語の絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 14日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 14日（土）午後2時～
　「がんばれスイミー」（26分）
≪映写会（大人向け）≫ 17日（火）午後2時～
　「ハルをさがして」（93分）
≪おはなしの森≫ 21 日（土）午後 2時～
≪幼児向けおはなし会≫ 27 日（金）午前10時～
◆平成30年度ボランティア募集説明会◆
　平成 30年度図書館ボランティアの概要説明と登
録受付をします。
【とき】4月 7日（土）午後 2時～ 3時
【ところ】市立図書館　2階会議室
【対象】市内在住の方（高校生以上）
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
 　http://www.moka-lib.jp/

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫5日（木）午前10時30分～
≪キャンドルの会≫ 14 日（土）午前 10時～
　【内容】絵本の読み聞かせ＆工作（なんとかたつ
ぞう）をつくろう
≪映写会（大人向け）≫ 19日（木）午後 2時～
　「ボクたちの交換日記」（115分）
≪スタッフの読み聞かせ≫ 21日（土）午後2時～
≪子育て支援センター≫24日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪館長のおはなし会≫ 28 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 28日（土）午後2時30分～
　「トムソーヤの冒険・たから島・ロビンフッドの
冒険」（33分）

【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

4 月の休館日4月の休館日（真岡・二宮）2日、9日、16日、23日

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】4月 19日（木）
　午前9時50分～11時15分（受付:午前9時45分）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 29 年 9・10 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 20 組

【内容】講話「2回食に向けての進め方」（試食あり）
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】4月6日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　（４月から“こども家庭課母子健康係”になります）
　☎ 83-8121 FAX82-2340

「まちなか保健室」駅前館で「まちなか保健室」駅前館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】4月 8日（日）午前 10時～正午
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方 先着 15人
【内容】糖尿病予防　【講師】栄養士
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

平成30年度 子育て学級 メンバー募集平成30年度 子育て学級 メンバー募集
 コアラちゃんクラブ コアラちゃんクラブ
　季節の行事などを通じて、親子のふれあ
いや家族同士の交流を深めてみませんか。
【対象】市内在住または勤務の家族  各コース 30組
　①おんぶコース ･･･1 ～ 3歳児とその保護者
　②さくらコース ･･･3 歳～未就学児とその保護者
　※3歳児はどちらのコースでも可　※定員超抽選
【活動日】月に 1回（年間 9回、主に土曜日の午前中）
【内容】親子でダンス、読み聞かせ、りんご狩り、
調理実習、餅つき など

【参加料】無料（ただし活動内容によって実費負担あり）
【申し込み】4月13日（金）までに下記にて電話受付
　　※家族単位での受付となります。
　（コースの重複、グループでの申し込み不可）
【申し込み・問い合わせ】 生涯学習課生涯学習係 
 ☎82-7151 FAX83-4070 8:30～17:00（日曜・祝日休）

               （財）スポーツ安全協会からのご案内

         スポーツ安全保険
【加入対象】スポーツ・文化・ボランティア・地域  
　活動を行う 5人以上の社会教育関係団体（加入
　した各個人が被保険者）
【保険の概要】加入団体での活動中の事故（活動場所
への移動を含む）に対し、保険金が支払われます。

【保険の種類】傷害保険・賠償責任保険・突然死葬
祭費用保険

【保険期間】加入日～平成31年3月31日（毎年度更新）
【その他】平成 30 年度加入団体には、代表者宛て
に申込書が送付されます。新規加入を希望される
団体は、下記窓口にパンフレット・申込書等があ
りますのでご確認ください。

【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課 
 ☎84-2811 FAX84-6258 Eﾒｰﾙ:sports@city.moka.lg.jp

      

         

平成 30 年度
スポーツ少スポーツ少年団年団のの登録受付登録受付
【登録対象】年間を通じて小中学生を中心にスポー
ツ活動を展開しているクラブ（原則、20 歳以上
の指導者 2人および 10人以上の団員が必要）

【登録料】指導者 1,000 円／人、団員 600円／人
　（真岡市スポーツ少年団→栃木県スポーツ少年団
　→日本スポーツ少年団に登録します）

【活動内容】市内交流大会の実施（野球、バレーボー
ル）、指導者講習会の実施、県交流大会への参加（野
球、バレーボール、ミニバスケ、バドミントン、柔道、
剣道、空手道、卓球など）、県の交流大会派遣費の
一部補助、県内や全国の仲間との交流事業など

【申込方法】登録申請書は下記窓口にあります。平
成 29 年度登録団体には、平成 29 年度に登録さ
れた代表者宛てに、日本スポーツ少年団から申請
書が送付されます。詳細は下記へご相談ください。

【申込期限】4月 26 日（木）

イノシシイノシシのの駆除駆除をを実施実施
　農作物被害防止のために、イノシシの駆除を実施
しますので、ご理解とご協力をお願いします。
【期間】4月 1日（日）～平成 31年 3月 31日（日）
　※駆除を実施しない期間：7月 21日（土）～
　　9月 2日（日）、9月 20日（木）～ 26日（水）
【ところ】根本山周辺、小貝川東部地区（青谷、君島、
　南高岡、道祖土、三谷、水戸部、阿部岡）
【内容】わなを主体とした駆除です。わなの近くに
　表示板やわな表示票がありますので、付近では十
　分ご注意ください。
【問い合わせ】ＪＡはが野真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　　　　　　 ＪＡはが野二宮地区営農センター ☎74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137  FAX83-6208

　　 中学校卒業式　　 中学校卒業式
いちごチャンネル放送予定
学校名 放送日① 放送日② 放送日③ 放送

開始時間
真岡中 4/3（火）4/4（水）4/7（土） 9:00
真岡東中 4/3（火）4/4（水）4/7（土） 15:00
真岡西中 4/5（木）4/6（金）4/8（日） 9:00
大内中 4/5（木）4/6（金）4/8（日） 15:00
山前中 4/10（火）4/11（水）4/14（土） 9:00
中村中 4/10（火）4/11（水）4/14（土） 15:00
長沼中 4/12（木）4/13（金）4/15（日） 9:00
久下田中 4/12（木）4/13（金）4/15（日） 15:00
物部中 4/17（火）4/18（水）4/21（土） 9:00

※都合により番組内容や放送時間が変更になる場合
があります。電子番組表でご確認ください。

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　☎ 83-8496　FAX 83-5896

    山崎まさよし山崎まさよし
    Yamazaki  MasayoshiYamazaki  Masayoshi
String Quartet “BANQUET”String Quartet “BANQUET”
　2015年に開催した、山崎まさよし String Quartet 
“HARVEST”以来3年ぶりにカルテットとの共演ツ
アーが決定。山崎まさよしに加え、弦楽四重奏が折り
重なるスペシャル編成でのライブは必見です。
【とき】6月23日（土）午後5時30分開演（午後5時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【入場料】全席指定 7,500 円（税込）
　※小学生以上はチケットが必要です。
　※未就学児童の入場は、同行の保護者の座席範囲
　　内で、周りにご迷惑にならないようにご覧頂く
　　ことを大前提とさせていただきます。
【チケット発売】4月 7日（土）午前9時～（電話　
予約は午後1時～）発売初日は、お一人様4枚まで

【プレイガイド】※真岡市民会館以外は4月28日（土）発売
　市民会館（日・祝日を除く8:30 ～ 17:15 電話予
約も同じ）☎ 83-7731、チケットぴあ☎ 0570-
02-9999（P コード：108-053）、ローソンチ
ケット☎ 0570-084-003（L コード：74913）、
CNプレイガイド☎ 0570-08-9999、イープラ
ス http://eplus.jp/（PC ＆ Mobile）、Yahoo! チ
ケット http://ticket.yahoo.co.jp、楽天チケッ
ト http://ticket.rakuten.co.jp、カンフェティ☎
0120-240-540（平日 10:00 ～ 18:00）、SOGO 
TOKYOオンラインチケットhttp://sogo.pia.jp/、
U CONNECT http://www.uconnect-ticket.jp/

【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎83-7731 FAX83-4070 8:30～17:15（日曜･祝日休）
　SOGO TOKYO☎ 03-3405-9999
　12:00～ 13:00/16:00～ 19:00 （日曜 ･祝日休）

市民会館先行発売 枚数限定  真岡市民会館自主事業

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
【とき】4月23日（月）午後1時30分から
【ところ】総合福祉保健センター　ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】除草、草刈、植木剪定、屋内外清掃、　
　家事援助など　※詳細は問い合わせください。
【その他】入会書類がありますので、4 月 20 日（金）
　までに下記へお越しください。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109

集団健診集団健診がが始まります！始まります！
　4月から生活習慣病健診が、5月から女性がん検
診がはじまります。ぜひお申込みください。健診内
容は下表のとおりです。
①生活習慣病健診
【健診の種類】特定健診（後期高齢者健診含む）、胃
がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺が
ん検診
②女性がん集団検診
【内容と種類】子宮がん検診（頸がん検査）、乳がん
検診（超音波・マンモグラフィ）、骨密度検診

◆インターネット予約をご利用ください◆
　健診の予約や変更・キャンセルがスマホやＰＣか
ら簡単にできますので、是非ご利用ください。ご利
用方法は市から送付するハガキをご覧ください。ハ
ガキにはインターネット予約に必要なＩＤとパス
ワードが記載されていますので、健診が終了するま
でお手元で必ず保管してください。
（ハガキ送付者：昨年の受診者および 30 歳以上の
　国保加入者）
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
 ☎83-8122 FAX83-8619 Eﾒｰﾙ :kenkou@city.moka.lg.jp

 ＤＣ特別企画 ＤＣ特別企画  染色体験染色体験
「いちごで染めてみませんか」「いちごで染めてみませんか」
【とき】4月 7日（土）、22日（日）、5月 5日（土）、
　20日（日）、6月 2日（土）、10日（日）
　午前 10時 30分～（全 6回）
【ところ】真岡木綿会館
【対象】各回　先着 10人
【内容】シルクのハンカチをいちごで染めます。
【料金】1,000 円／ 1枚
【持ち物等】汚れても良い服装でお越しください。
【申し込み】開催前日までに、下記へ申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】真岡木綿会館
　☎83-2560 FAX85-8159　火曜日休館

日）

めます

みんなのひろば
●日本画愛好会「春風の芽ざめ」を開催
【とき】4月 3日（火）～ 4月 22 日（日）【ところ】
二宮コミュニティセンター 2階【問い合わせ】コラ
ボーレもおか ☎ 81-5522 FAX81-5558
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デスティネーションキャンペーン

予予予定定定定予定


