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6 月6 月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 5日（木） H26年 1月 10日　～ 1月 31日生

9カ月児健診
6日（金） H25年 7月 23日　～ 8月 15日生

20日（金） H25年 8月 16日　～ 8月 31日生

1歳 6カ月児健診 13日（金） H24年 11月 1日　～ 11月 18日生

3歳児健診
10日（火） H23年 5月 1日　～ 5月 22日生

24日（火） H23年 5月 23日　～ 6月 9日生
2歳児歯科検診 23日（月） H24年 6月生
【受付時間】午後 1時 10分～ 40分
　※健診は約 2時間かかります。
【ところ】総合福祉保健センター【持ち物】予診票、
　母子健康手帳、歯ブラシ（歯科検診）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

6 月の「子育て相談」
【とき】11日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター
【内容】①育児相談・栄養相談（要予約）　②身長・
　体重測定（予約不要）【持ち物】母子健康手帳
【問い合わせ】健康増進課母子健康係☎83-8121 FAX83-8619

６月６月のの情報センター情報センター講座講座
①Word2007 基礎講座･･･先着 10人
【とき】11日（水）～13日 (金 ) 午前10 時～正午
【対象】マウス操作、文字入力ができる方
【内容】文章作成、表作成、文字の装飾など
② PowerPoint 基礎講座･･･先着 10人
【とき】18日 (水 ) ～20日（金）午後 7時～ 9 時
【対象】マウス操作や文字入力ができる
　ワープロ操作の習熟者の方
【内容】PowerPoint2007を使用した
　プレゼンテーションの作成、画面の
　切り替え、スライドのレイアウト・デザインなど
③初めてのホームページ作成講座･･･先着 5人
【とき】25日（水）～26日(木)午後1時30分～3時30分
【対象】ローマ字入力およびWindows の基本操作
　ができ、自宅でインターネットが使える方
【内容】ホームページを作るための基礎知識
＜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】5/23（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

真岡市健康 21プラン推進事業真岡市健康 21プラン推進事業
足から健康！足から健康！足つぼ講座足つぼ講座

　効果的な足マッサージの実践講演会です。誰でも
できて免疫力も上げられる方法を学びましょう。
【とき】5月 30日（金）午後２時～３時 30分
【ところ】青年女性会館 ２階ホール
【講師】リフレクソロジスト　武田計子 氏　
【持ち物】タオル、ハンドクリーム、
　ポケットウエットティッシュ
【申し込み】申し込みは不要です。　　

ふれあい・いきいきサロン講演会ふれあい・いきいきサロン講演会
【とき】6月 16日（月）午後１時 30分～３時
【ところ】青年女性会館２階 ホール兼会議室
【対象】高齢者等が気軽に集まれる居場所づくり (サ
　ロン事業 )に興味のある方
【講師】国際医療福祉大学 准教授 大石剛史 氏　
【参加料】無料

【申し込み・問い合わせ】社会福祉協議会☎82-8844

【とき】5月25日（日）午後2時から（上映時間25分）
【ところ】真岡市立図書館 2 階会議室

【問い合わせ】図書館　☎84-6151　FAX83-6199

16ミリ特別映写会「銀河鉄道999」16ミリ特別映写会「銀河鉄道999」

市民市民
講座講座 　ソーイング教室　ソーイング教室

【とき】6月 6日、7月 4日　午後 1時～ 4時
　6月 13日、27日、7月 11日　午前 9時～正午
　（各金曜日、全 5回で 1コース）　
【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )
【対象】市内在住または勤務の方　先着 25人【対象】市内在住または勤務の方　先着 25人
　※平成 25 年度に受講された方は除く　※平成 25 年度に受講された方は除く
【内容】ベストなどを作ります。（【内容】ベストなどを作ります。（和服や洋服のリフォー和服や洋服のリフォー
　ムもできます）講座で作る予定のリフォーム作品を　ムもできます）講座で作る予定のリフォーム作品を
　西分館ロビーに展示していますのでご覧ください。　西分館ロビーに展示していますのでご覧ください。
【受講料】200 円程度 (材料代 )※型紙等は別料金【受講料】200 円程度 (材料代 )※型紙等は別料金
【持ち物】布地（リフォームする場合は、着物や洋【持ち物】布地（リフォームする場合は、着物や洋
　服をほどいて平らにした布）、裁縫道具、布切り　服をほどいて平らにした布）、裁縫道具、布切り
　バサミ、定規、筆記用具　バサミ、定規、筆記用具
【申し込み】5月24日（土）午前8時30分から電話受付【申し込み】5月24日（土）午前8時30分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

犬犬のの登録登録とと狂犬病予防注射狂犬病予防注射
　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。また、狂犬病予防注射については、必ず 6 月
30 日までに接種してください。
【対象】生後 91日以上の飼い犬　【料金】新規登録
（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）

5 月17 日（土）

大内
地区

8:30 ～ 9:00 下鷺谷公民館
8:30 ～ 9:00 田島公民館
9:10 ～  9:30 上鷺谷公民館
9:10 ～  9:40 原町公民館
9:40 ～10:20 下籠谷公民館
9:50 ～10:20 京泉第 1公民館
10:40～11:40 大内農業構造改善センター
10:30～11:00 赤羽下公民館
11:10～11:40 清水第 1公民館

山前
地区

8:30 ～ 9:00 島第三公民館
9:10 ～10:10 山前農村環境改善センター
10:30～11:00 東大島公民館
11:10～11:40 東沼新境公民館

真岡
地区

13:10～14:20 西真岡公園（スーパーオオタニ北側）
13:10～14:10 熊倉公園（なかむらこどもクリニック南側）
13:50～14:30 真岡駅東口
14:30～15:30 高勢中央公園
14:30～15:30 真岡工業団地総合管理協会
14:40～15:30 市役所前

中村
地区 13:10～13:40 中原動物病院前

5 月18 日（日）

真岡
地区

8:30 ～ 9:20 県東健康福祉センター
8:30 ～ 9:10 大田山公民館
9:30 ～10:00 別雷神社（西郷）
9:30 ～10:20 亀山公民館
10:10～10:40 西の台公園
10:50～11:20 城山公園駐車場
11:00～11:50 東郷公民館
11:30～11:50 田町第 4公民館

山前
地区

8:30 ～ 9:20 西田井駅前
9:30 ～10:00 西田井谷中公民館
10:20～10:50 根本青谷農産物加工所
11:10～11:40 南高岡公民館

中村
地区

13:10～13:40 なかむら珠算塾（長田）
13:10～13:40 若旅公民館
13:10～13:30 勝瓜公園内東側
13:50～14:40 中村農村環境改善センター
13:50～14:20 三ツ谷公民館
13:40～14:30 長田公民館
14:50～15:20 北中農村研修センター
14:30～15:20 寺内駅前公民館
14:40～15:20 大沼公民館

【注意】毎年 10 月に行っていた秋の集合注射は、
昨年度から廃止になりました。狂犬病予防注射は、
毎年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、個別に動物病院等で接種
してください。

【問い合わせ】環境課環境保全係☎83-8125 FAX83-5896

【とき】5月 17日（土）午前 10時 30分～ 11時
【ところ】真岡市子育て支援センター
【内容】親子のふれあい遊びなど

【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室 ☎83-8157 FAX84-1545

三つ子の魂育成事業 「育児講座あいあい」三つ子の魂育成事業 「育児講座あいあい」
おとうさんとあそぼうおとうさんとあそぼう

【とき】5月 31日（土）
　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 16分
【入場料】※芸術鑑賞会会員　無料
　大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500 円  
【出演】松たか子、黒木華、片岡孝太郎、吉岡秀隆、
　妻夫木聡、倍賞千恵子ほか
【内　容】昭和初期の東京郊外にたたずむ赤い屋根の
家に奉公したタキ(黒木)が見た「恋愛事件」。その
時タキが封印した秘密が60年の時を経て、タキの親
戚の青年(妻夫木)の手で紐解かれていく。そのカギ
は、ノートに綴られたタキの自叙伝と、一通の未開封
の手紙にあった。時代が許さなかった恋愛の主役であ
るタキの女主人・時子(松)の運命と、彼女を慕い続
けたタキ。それぞれが胸に秘めた切ない想いとは…

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

映画映画「小さいおうち」

市民市民
講座講座
    ～男性もご参加ください～～男性もご参加ください～
　　きほんのヨガきほんのヨガ

【とき】6月 4日、11日、18日、25日、7月 2日
　（各水曜日、全5回）午前10時～午前11時 30分午前10時～午前11時 30分
【ところ】市公民館山前分館【ところ】市公民館山前分館
【対象】市内在住または勤務で初心者の方【対象】市内在住または勤務で初心者の方
　先着 25人　【受講料】無料　先着 25人　【受講料】無料
【内容】ヨガの基本的な講習【内容】ヨガの基本的な講習
【持ち物等】運動できる服装、バスタオル【持ち物等】運動できる服装、バスタオル
　※ヨガマット等をお持ちの方は持参ください　※ヨガマット等をお持ちの方は持参ください
【申し込み】5月20日（火）午前8時30分から電話受付【申し込み】5月20日（火）午前8時30分から電話受付
【その他】託児施設がありませんので、お子様連れ【その他】託児施設がありませんので、お子様連れ
　の参加はご遠慮ください。　の参加はご遠慮ください。
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802 FAX83-6146（日・月曜・祝日休）

第12回子どもフェスティバル第12回子どもフェスティバル
【とき】5月24日（土）午前10時30分～正午
【ところ】真岡市子育て支援センター　※雨天決行
【内容】手遊び、大型絵本の読み聞かせ、歯の話、　
　親子製作
【問い合わせ】
　真岡市子育て支援センター☎ 84-1545（FAX兼）

市民市民
講座講座 初心者対象初心者対象のの外国語講座外国語講座
　初心者を対象とした、英会話講座と韓国語講座を
開催します。各講座ともに日常会話を学びます。
【ところ】真岡市公民館
【対象】市内在住または勤務の成人の方
【各講座の詳細】【各講座の詳細】
①初心者の英会話　定員：30人（定員超えの場合抽選）（定員超えの場合抽選）
　とき：6月 2日 ( 月 ) ～ 10月 20日 ( 月 )
　　　　午後 7時～8 時 30 分 (　　　　午後 7時～8 時 30 分 (全 20回）
　受講料：2,400 円 (テキスト代 )　受講料：2,400 円 (テキスト代 )
②はじめての韓国語　定員：30人（定員超えの場合抽選）（定員超えの場合抽選）
　とき：6月 3日 ( 火 ) ～ 10月 14日 ( 火 )
　　　　午後 7時～ 9 時 (　　　　午後 7時～ 9 時 (全 20回 )
　受講料：2,180 円 (テキスト代 )　受講料：2,180 円 (テキスト代 )
【各講座の申し込み】5月 22日（木）まで電話受付【各講座の申し込み】5月 22日（木）まで電話受付
 　（午前 8時 30分～午後 5時 15分） 　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　受講希望者本人が申し込みください。　受講希望者本人が申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

～プロ直伝！今すぐできるシェイプアップ～～プロ直伝！今すぐできるシェイプアップ～
すっきり！メタボ解消教室すっきり！メタボ解消教室  
　「あの日のお腹に返りたい…」そんなあなたに必見！
正しい運動と食事で、ぽっこりお腹を解消しましょう。
【とき】6月 9日、30日、7月 28日 
　午後1時15分～3時（各月曜日・全3回で1コース）
【ところ】井頭温泉内の研修室　
【対象】下記の両方に当てはまる方　先着 15人
　① 40～ 64歳で真岡市在住の方
　②腹囲 (おへそ周り )が 85㎝以上の男性、
　90㎝以上の女性、または肥満の方
【内容】筋力アップトレーニング、
　ストレッチなどの実技、食事の講話
　※詳細については申し込み後に通知
　　を発送します。
【持ち物】運動シューズ、タオル、飲み物、計算機
　(携帯電話でも可 )
【申し込み】5月 19日（月）～ 6月 3日 ( 火 )
　午前 8時 30分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】
健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619


