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　     子育て学級 メンバー募集　     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
【対象】市内在住または勤務の家族  各コース 30組
　※定員を超える場合は、抽選となります。
　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 ～ 6歳未満児とその保護者
【内容】年間9回、主に土曜日の午前中の活動で、リトミッ
　クや食育、季節の行事などを行います。
【参加料】無料（ただし活動内容によって実費負担あり）
【申込期限】4月14日（月）までに電話申し込み。コー
　スの重複、グループでの申し込み不可。（１家族
　単位の受付）
【申し込み・問い合わせ】日曜・祝日を除く8:30～17:00
 生涯学習課生涯学習係 ☎ 82-7151  FAX83-4070

みんなのひろば
●山火事に注意
春は山火事が多く発生する時期です。栃木県では３月
１日から 5月 31日までを春の山火事防止強調運動期
間と定めています。市民の皆さまもたばこは投げ捨て
ない、たき火のそばから離れないなど山火事防止のた
めのご協力をお願いします。【問い合わせ】栃木県県
東環境森林事務所☎ 81-9005　FAX81-9006

人間ドック人間ドック・・脳ドック脳ドックのの料金料金をを助成助成

▼人間ドック　　　　　　　　　　
 医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮セントラルクリニック（一般）
028-657-7302

22,040 円
宇都宮セントラルクリニック（総合） 55,600 円
宇都宮セントラルクリニック（スーパー） 88,000 円
宇都宮東病院 028-683-5771 22,040 円
済生会宇都宮病院（1泊 2日）

028-626-5565
45,880 円

済生会宇都宮病院（日帰り）男性 23,200 円
済生会宇都宮病院（日帰り）女性 26,440 円
自治医科大学健診センター 0285-44-2100 34,140 円
栃木県保健衛生事業団 028-623-8282 22,264 円
獨協医科大学病院（1泊 2日）男性

0282-87-2216
46,960 円

獨協医科大学病院（1泊 2日）女性 50,200 円
金子医院 0285-83-2818 21,500 円
高橋内科クリニック 0285-84-7580 20,500 円
芳賀赤十字病院 0285-82-2195 22,100 円
福田記念病院 0285-84-7765 22,040 円
真岡病院 0285-84-6311 22,600 円
真岡西部クリニック 0285-82-2222 10,800 円
うつのみや病院
（旧宇都宮
社会保険病院）

（日帰り）
028-653-1001

22,620 円
（1泊 2日）男性 37,240 円
（1泊 2日）女性 40,480 円

【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係☎83-8123　FAX 83-6205　二宮支所福祉国保窓口係☎ 74-5004　FAX 74-1250

▼脳ドック
医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮セントラルクリニック 028-657-7302 23,200 円
宇都宮東病院 028-683-5771 20,300 円
済生会宇都宮病院 028-626-5565 34,000 円
獨協医科大学病院 0282-87-2216 23,200 円
芳賀赤十字病院 0285-82-2195 14,000 円
福田記念病院 0285-84-7765 14,500 円
真岡病院 0285-84-6311 17,200 円
真岡脳神経クリニック　コースA

0285-81-0070
18,800 円

真岡脳神経クリニック　コースB・C 10,800 円

▼人間ドック＋脳ドック
医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮東病院 028-683-5771 46,960 円
自治医科大学健診センター 0285-44-2100 45,140 円
獨協医科大学病院（1泊 2日）男性

0282-87-2216
76,120 円

獨協医科大学病院（1泊 2日）女性 79,360 円
芳賀赤十字病院 0285-82-2195 42,600 円
福田記念病院 0285-84-7765 42,640 円
真岡病院 0285-84-6311 40,000 円

【対象】受診日に 35歳以上 74歳未満の国
　民健康保険加入者で、下記医療機関で人
　間ドック・脳ドックを受ける方
※国民健康保険税完納世帯に限ります。
※今年度に特定健診を受ける方は、人間
　ドックの助成は受けられません。（脳ドッ
　クのみは助成可）

【申込方法】検診機関に直接予約し、受診日と検診内容を国
　保年金課または二宮支所へ連絡。後日、送付された受診券
　と国民健康保険被保険者証を持参し、受診してください。
※検診機関の窓口では検診総額から市助成額を差し引いた自
　己負担額をお支払いください。

【その他】人間ドックを受診される 40歳以上の方は、検診結果を市に通知することで特定検診
　を受けたことになります。対応可能な機関（表内■■）で受診される際は、受診券の同意欄
　に署名・押印をお願いします。同意のない場合は、助成対象外となりますのでご注意ください。

※検査内容は、各医療機関へお問い合わせください。

平成 26年度平成 26年度

イノシシイノシシのの駆除駆除をを実施中実施中
　農作物被害防止のために、イノシシの駆除を実施
していますので、ご理解とご協力をお願いします。
【期間】4月1日（火）～平成 27年 3月10日（火）
　※駆除を実施しない期間：7月 19 日（土）～ 8
　　月 31日（日）、9月 20日（土）～ 26日（金）
【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 ☎ 83-3311
　　　　　　 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

マナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役です
春の交通安全県民総ぐるみ運動春の交通安全県民総ぐるみ運動

4月6日（日）～4月 15日（火）4月 6日（日）～4月 15日（火）
　この運動は、広く県民一人ひとりに交通安全思想
の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交
通マナーの実践を習慣付け、交通事故防止の徹底を
図ることを目的として実施されます。
【運動の基本】子どもと高齢者の交通事故防止
【全国重点】①自転車の安全利用の推進 ②全ての座
　席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着
　用の徹底 ③飲酒運転の根絶
【栃木県重点】「子どもや高齢者に優しい３

スリーエス
Ｓ運動」の推進

　※4月10日（木）は「交通事故死ゼロを目指す日」、
　「シートベルト、チャイルドシート着用強化の日」です。
【問い合わせ】
　安全安心課交通安全係 ☎ 83-8110  FAX83-8392

介護予防いきいき水中運動
プログラムプログラム

【とき】5月 7日（水）から毎週水曜日（全 12回）
　午前 9時～ 10時（受付：午前 8時 20分～ 40分）
【ところ】真岡井頭温泉バーデプール
【対象】以下の条件をすべて満たす市民の方 30人程度
　◇ 65歳以上で、介護保険サービス対象外の方
　◇主治医の了解が得られる方
　◇肩・腰・膝の痛みを、水の浮力を利用した運動
　　で改善したい方
　◇本プログラムに初めて参加する方
【参加方法】①福祉課へ電話をする。
　②福祉課から送られた申込用紙に必要事項を記入し、
　　窓口に申し込む。（簡単な聞き取りあり）
　③受講決定通知を受け、参加する。
【申し込み・問い合わせ】4/18（金）まで 福祉課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX83-6335

き き水中運動き き水中運動春のスポーツ吹き矢教室春のスポーツ吹き矢教室
　スポーツ吹き矢は精神力や集中力を高めるととも
に、スポーツ吹き矢式呼吸法が健康に効果があると
いわれています。プレイを楽しみながら、健康づく
りをしませんか。
【とき】5月10日～31日（毎週土曜日、全4回）
　午後7時～9時
【ところ】武道体育館 2階アリーナ
【対象】市内在住在勤の 60歳以上の方　先着 15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　【参加料】無料
【申し込み】4月 9日（水）受付開始。電話（平日
　午前 8時 30分～午後 5時 15分）・FAX・Eメー
　ルで申し込み。定員になり次第締め切り。
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

東部簡易水道事業の廃止東部簡易水道事業の廃止
（統合）のお知らせ（統合）のお知らせ

　旧二宮町地内の東部簡易水道事業（反町、水戸部、
三谷、阿部岡および高田の一部）が、４月 1日か
ら真岡市上水道事業と統合されました。
　つきましては、負担の公平性を確保するため、上
水道事業と同一の水道料金体系となりますので、ご
理解とご協力をお願いします。
　対象者の方には通知しておりますので、内容を確
認くださいますよう併せてお願いします。
【問い合わせ】
　水道課庶務係 ☎ 83-8167 FAX84-7512

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21日（月）午前9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】草むしり、大工仕事、屋内外清掃、家事援助など
【その他】入会書類がありますので、4月 18 日（金）
　までに下記へ一度お越しください。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　

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≫
　8・15・22・29日（火）、午前10 時～
　【内容】ジル・シルバン先生の英語での
　　絵本の読み聞かせ
≪映写会≫※入場無料
　12日（土）午後 2時～「おしりかじり虫かじり屋、
　本日開店 !?」（30分）
　15日（火）午後2時～「人生、いろどり」  （112分）
≪館長の読み聞かせ≫ 12日（土）午後１時30分～
≪おはなしの森≫ 19 日（土）午後 2時～
　【内容】ひばりの会による紙芝居や読み聞かせなど
≪スタッフの読み聞かせ≫ 25日（金）午後3時～
≪新着本≫
　一般書『ふるさと富士名鑑』山と渓谷社、『建築設
　　備が一番わかる』菊地至、『スープの国のお姫様』
　　樋口直哉、『スリーパー』楡周平、『幸せは97％で』
　　岸本葉子
　児童書『おひざでだっこ』内田麟太郎、『なぞな
　　ぞフッフッフー』武田美穂、『極北の大地に住む』
　　関野吉晴、『食中毒』伊藤武、『ひそひそ森の妖怪』
　　富安陽子

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

二宮図書館二宮図書館
≪キャンドルの会≫12日（土）、午前10 時～
　【内容】大型絵本、紙芝居、工作（ぴょこぴょこぴょこ
　　たんを作ろう）

【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286（月曜日休）

【問い合わせ】文化課　☎83-7731　FAX 83-4070

【とき】4月12日（土）2回上映
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】真岡市生涯学習館
　（旧二宮文化会館）
【上映時間】2時間 10分
【入場料】大人（高校生以上）1,000円
　小人（4歳以上）500 円  ※芸術鑑賞会会員　無料
【出演】八千草薫、武田鉄矢、伊藤蘭ほか
【内容】200万部を超えるベストセラー詩集の作者とな
　り、昨年101歳で亡くなった宇都宮市の詩人・柴田
　トヨさんの半生と家族のドラマを描いた作品です。
送迎車を運行します（真岡市民会館⇔送迎車を運行します（真岡市民会館⇔生涯学習館生涯学習館））

　午後2時からの上映時、真岡市民会館発着の無料
送迎車を試験運行します。9席限定のため先着順事
前予約をお願いします。
【集合時間】午後1時15分（時間厳守）
【集合場所】真岡市民会館正面駐車場
【申込期限】4月10日（木）までに下記へ電話で申
　し込みください。
　（日・月曜を除く午前8時30分～午後5時15分）

映画映画「くじけないで」

※宇都宮セントラルクリニックの人間ドック（総合）は、基本項目と胸部CTに加えて、脳MRI と心臓MRI のど
　ちらかを選択、人間ドック（スーパー）は両方セットになります。


