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犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
（二宮地区）（二宮地区）

　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の接種が義務付けられていま
す。最寄りの会場で実施してください。
　なお、真岡地区は 5月に実施予定です。詳細につ
いては、後日お知らせします。
【とき・ところ】4 月19 日（土） 

8:30 ～ 8:50 上谷貝公民館
9:00 ～  9:20 野外活動センター
9:30 ～  9:50 谷貝新田公民館
10:00 ～10:20 堀込公民館
10:30 ～10:40 大道泉公民館
10:50 ～11:20 長沼会館
11:30 ～12:00 長島公民館
13:10 ～ 13:40 石島公民館
13:50 ～14:10 程島公民館
14:20 ～14:30 境公民館
8:30 ～ 8:50 上大曽公民館
9:00 ～  9:20 青田南公民館
9:30 ～  9:50 古山公民館
10:00 ～10:20 上江連公民館
10:30 ～10:50 鷲巣公民館
11:00 ～11:20 下大曽公民館
11:30 ～12:00 西木戸公園
13:10 ～ 13:40 どんとこい広場
13:50 ～14:10 大根田公民館
14:20 ～14:30 阿部品公民館

【とき・ところ】4 月20 日（日） 
8:30 ～ 8:40 上物井公民館
8:50 ～  9:10 西物井 1公民館
9:20 ～  9:40 東物井公民館
9:50 ～10:00 阿部岡集荷場
10:10 ～10:30 三谷公民館
10:40 ～11:00 水戸部公民館
11:10 ～11:30 高田公民館
11:40 ～12:00 原分公民館
13:10 ～13:40 二宮保健センター
13:50 ～14:20 JA二宮支店砂利駐車場
8:30 ～ 8:50 横田公民館
9:00 ～  9:10 大和田公民館
9:20 ～  9:40 沖公民館
9:50 ～10:00 北鹿公民館
10:10 ～10:30 西鹿公民館
10:40 ～11:00 桑ノ川公民館
11:10 ～11:20 下原公民館
11:30～12:00 物部会館
13:10 ～13:40 旧二宮公民館跡
13:50 ～14:20 久下田公園

【料金】登録（生涯 1回）3,000 円
注射（毎年 1回）  3,500 円

【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）
【注意】注射料金が今年度から 3,500 円になりました。
　毎年 10月に実施した秋の集合注射は、昨年度か　
ら廃止になりました。狂犬病予防注射は、6月 30日　
までに接種することになっています。今回受けられ　
ない場合は、個別に動物病院で接種してください。
【問い合わせ】環境課環境保全係 ☎ 83-8125 FAX83-5896

5 月の5月の
子育て支援センター＆サロン
【子育て支援センター・子育てサロン開設日】

と　こ　ろ   開設日・時間

子育て支援センター 月～土（祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

子育てサロン西分館
（市公民館真岡西分館）

火～金（祝日は除く）
午前9時～正午、午後 1時～午後 5時

子育てサロン大内分館
（大内農業構造改善センター）

13日･20日（火）午前9時～正午
お楽しみビックリばこ午前10時30分～

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

7日･21日（水）
午前9時～正午

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

1日・15（木）午前9時～正午
親子たいそう1・2・3午前10時30分～

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

2日・16日（金）午前9時～正午
ものづくりタイム午前10時30分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（1・13・15・21・29日、
土・日曜・祝日は除く）
子育て広場：午前 9時～正午
子育て相談：午後 1時～ 3時

【子育て支援センターの行事予定】
8日（木）午前 10時 45分～ 三つ子室長のおしゃべりタイム
12日（月）午前10時45分～ 身体測定
24日（土）午前10時 30分～ 子どもフェスティバル

【問い合わせ】子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
【にのみや保育園子育て支援センターの行事予定】
9・16・23・30日（金） 午前11時～正午 体育あそび
2日（金）午前 10時～ 子どもの日集会
22日（木）午前 10時 45分～ 三つ子室長のおしゃべりタイム

【問い合わせ】にのみや保育園☎73-2200 FAX74-2611
【子育てサロン西分館の行事予定】
13日（火）午前10時45分～ トライフル
14日（水）午前 10時 45分～ 三つ子室長のふれあいタイム

【問い合わせ】子育てサロン西分館☎84-6781FAX84-6936
【子育てサロン二宮分館の行事予定】
21日（水）午前10時45分～ 三つ子室長のふれあいタイム

【問い合わせ】子育てサロン二宮分館☎74-0107FAX74-0187

エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室
【とき】5月 7日（水）
《エンゼル広場（施設開放）》午前 9時 30分～11時
《もしもしテレフォン相談室》午後 1 時～4時
【ところ ･連絡先】
真 岡 保 育 所 ☎82-2200 中 村 保育所 ☎82-4003
西田井保育所 ☎83-1043 物 部 保 育 所 ☎75-0305
西真岡保育園 ☎84-1313 真岡めばえ保育園 ☎ 82-3955
萌 丘 東 保 育 園 ☎ 82-1437 西真岡第二保育園 ☎ 80-1760
にのみや保育園 ☎ 73-2200 真岡あおぞら保育園 ☎82-5347
認定子ども園いちごの杜保育園  ☎ 81-0515　

5 月5月のの情報センター講座情報センター講座
①Excel2007 基礎講座･･･先着 10人
【とき】18日（日）午前10 時～午後 5時 30 分
【対象】マウス操作、文字入力ができ、ワープロ操
　作ができる方
【内容】データの入力方法、関数、表・グラフの作成、
　集計、抽出、並べ替えなど
②初級パソコン講座･･･先着 10人
【とき】24日（土）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】初歩的な文字入力、マウス操作ができる方
【内容】文字入力、ファイル保存、ウィンドウ操作など
③インターネット・メール基礎講座･･･先着 10人
【とき】25日（日）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】文字入力、Windowsの基本操作ができる方
【内容】Webページの表示方法、お気に入りへの登
　録など
＜①②③共通＞【受講料】無料【申し込み】電話
受付のみ【対象】市内在住または勤務の高校生以上

【申し込み・問い合わせ】4/25（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

第 53回民謡発表会第 53 回民謡発表会
　真岡市民謡連合会会員による民謡・民舞の発表会
です。代々受け継がれてきた「日本のこころ」に触
れてみませんか。
【とき】4月20日（日）午前10時から（午前9時開場）
【ところ】生涯学習館　【入場料】無料
【主催】真岡民謡連合会

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

40歳になったら生活習慣病検診を受けましょう！40歳になったら生活習慣病検診を受けましょう！

5 月5 月のの集団検診集団検診
　都合のよい日・会場を選んで受診しましょう。日程
変更・新規申し込みの方は、予約が必要です。集団・
施設を併せ、同じ内容の検診は年度内に１回のみです。
≪生活習慣病検診≫　【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
12（月）13（火） 総合福祉保健センター
2（金）７（水）14（水） 市公民館真岡西分館
22（木）23（金） 山前農村環境改善センター
15（木）16（金） 大内農業構造改善センター
27（火）28（水） 中村農村環境改善センター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方

検診の種類検診の種類 対象者対象者 自己負担金自己負担金
特定健診 40～74歳で国保加入 無料後期高齢者健診 75歳以上
胃がん検診

40歳以上

400円

肺がん検診 100円
（たん検査あり300円）

大腸がん検診 100円
前立腺がん検診 50歳以上の男性 100円
肝炎ウィルス検診 40～70歳の5歳刻みの方 無料
≪女性がん検診≫
【受付】午後 1時 30分～ 2時 15分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
12（月）22（木） 総合福祉保健センター
16（金） 大内農業構造改善センター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診
（頚がん検査） 40歳以上全員

400円

②乳がん検診
（超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 400 円

骨密度検診 同日に①・②を
受診する方 100円

【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

こどもバドミントン教室こどもバドミントン教室
　ラケットの握り方から、ゲームの仕方までバドミ
ントンの基礎を楽しく学びます。
【とき】5月 24日～ 6月 21日 午前 10時～正午
　（毎週土曜日・全 5回）　
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内小学 4～ 6年生  先着 40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
【申し込み】4月 23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】
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
　E ﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp　
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・学年・性別を明記

真岡ジュニアリーダースクラブ（ＪＬＣ）真岡ジュニアリーダースクラブ（ＪＬＣ）
メンバー募集メンバー募集

　新しい友達を作って高校生活を楽しみましょう。
JLCに少しでも興味のある方は、気軽にご連絡く
ださい。参加をお待ちしています。
【対象】高校生
【活動内容】定例会、子ども会リーダー
　キャンプの指導、サンタと遊ぼう、
　郡内のJLCメンバーとの交流研修会など
【申し込み・問い合わせ】
生涯学習課（真岡市公民館内）☎82-7151 FAX83-4070
E メール gakusyuu@city.moka.lg.jp

平成26年度 平成26年度 親と子・3歳児よい歯親と子・3歳児よい歯のの
コンクールコンクール参加者募集参加者募集

【応募条件】
①親と子のよい歯のコンクール
　平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
　の間に 3歳児健診を受け、虫歯がなく健康な「幼
　児と父親」または「幼児と母親」
② 3 歳児よい歯のコンクール
　平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
　の間に3歳児健診を受け、虫歯がなく健康な幼児。
　※①と②両方への応募はできません。
【募集期間】4月 25日（金）まで
【応募方法】健康増進課備え付けの申込用紙に必要
　事項を記入し、同窓口へ申し込む。
【審査基準】申込書や 3歳児健診の結果、申込順等
　を考慮します。
　※優秀な結果の方は、県東健康福祉センターで第
　　2次審査が行われる予定です。

【問い合わせ】健康増進課母子健康係
　　☎ 83-8121　FAX 83-8619

　　　真岡市民会館自主事業
真岡ミュージカル 第 9回公演

Over Over tthe Timehe Time～今再び時を超える旅へ～今再び時を超える旅へ
【とき】 ① 7月 12 日（土）午後6時開演
　②7月13日（日）午後2時開演（両日30分前開場）
【ところ】真岡市民会館　大ホール
【入場料】全席自由 1,500 円
【チケット取り扱い】発売日5月7日（水）午前10時～
  ◆文化課（祝日を除く火曜～土曜日）☎83-7731
　◆金子電機真岡店  ☎82-1200
　◆有限会社えびはら  ☎74-0075
真岡ミュージカル公演に参加してくれるアンサンブル募集
　上記のミュージカル公演に、歌とダンスで参加してくれ
る方を募集します。
【参加資格】幼稚園生以上（保護者から離れて練習ができ
　ること）から一般の方まで
【参加料】20,000円（レッスン費・公演等参加費）
【練習日】5月11日、18日、6月1日、8日、15日、22日、
　29日、7月6日（全日曜日）　午後1時～3時
　※公演前には上記の他に平日夜間に別途練習があります。
【申込期限】5月 2日（金）まで
【問い合わせ】真岡市民会館　☎83-7731（日・月曜・祝日休）
真岡ミュージカル代表　伊巻☎ 090-1042-3399

ミュージカルミュージカル


