
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。http://www.city.moka.tochigi.jp/

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！

6 月6 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
29（日） 総合福祉保健センター

9（月） 10（火） 二宮コミュニティセンター

20（金） 24（火） 25（水） 長沼地域体育館(旧長沼北小内)

【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（木） 長沼地域体育館(旧長沼北小内)
18（水） 真岡市物部会館
【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

真岡の自然を守る会主催真岡の自然を守る会主催

自然観察会自然観察会に出掛けませんかに出掛けませんか
【とき】6月 3日（火）
　午前7時50分集合(青年女性会館東側砂利駐車場)
　午前 8時出発、午後５時 30分帰着予定
【行き先】富岡製糸場・群馬県立自然史博物館(群馬県富岡市)
【対象】市在住または勤務の成人の方　先着 40人
【参加料】1,000 円 ( 入場料、保険料など )
　※当日徴収。おつりのないようにお願いします。
【持ち物等】歩きやすい服装と靴、昼食、飲み物、帽子、雨具
【申し込み】5月 28日 ( 水 ) まで
　電話（平日午前　8時 30分～午後 5時 15分）　
　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】真岡の自然を守る会事務局
　(市公民館真岡西分館 )☎ 84-6781 FAX84-6936

科学教育センター 

天体観望会
【とき】6月 6日（金）　※電話申し込みが必要です。
　午後 7時 30分～ 8時 30分　【参加料】無料
【対象】一般（小学生以下は保護者同伴)先着約30人
【内容】天体望遠鏡を使った月や惑星の観察
　(雨天曇天時は、当日観測する予定の天体などの紹介)
【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み・問い合わせ】5/28（水）～30（金）電話受付
　科学教育センター ☎ 83-6611 FAX83-6211

根本山しぜん体験教室 
リスのくらす林づくりリスのくらす林づくり

　根本山のリスがずっと暮らせるように、アカマツ
の林を育てる作業をします。今回は、種から芽を出
した小さなアカマツが、草刈りの時に刈られないよ
うに、リボンで印をつけます。
【とき】6月7日（土）午前9時30分～正午　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター　【参加料】無料
【対象】どなたでも参加できます。先着30人
　（ただし小学 4年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】汚れても大丈夫な作業ができる服装、　
　運動靴(長靴が便利)、軍手、帽子、飲み物、タオル
【申し込み】5月 24日（土）から電話受付
【申し込み・問い合わせ】　根本山自然観察センター 
　☎ 83-6280 FAX83-4624(月曜・祝日の翌日休み）

第 1回第 1回
健康ストレッチ＆トレーニング教室健康ストレッチ＆トレーニング教室
　毎日楽しくできる簡単なストレッチとトレーニン
グの方法について学びます。
【とき】7月1日（火）　午前 10時～ 11時 30分
　※ 1回のみの教室です。
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】市内在住または勤務の60歳以上の
　一般男女　先着20人　【参加料】無料
【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】5月 28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。

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 エコクラフトエコクラフトののバッグ講座バッグ講座

【とき】6月 11日、18日、25日、7月 2日、9日
　(各水曜日、全5回で 1コース )午後 7時～ 9時
【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
【内容】紙紐で買い物かごを作ります。(作品を西分      【内容】紙紐で買い物かごを作ります。(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)　館ロビーに展示していますのでご覧ください)
【受講料】1作品 600 円程度 (材料代 )【受講料】1作品 600 円程度 (材料代 )
【持ち物】ハサミ、タオル、メジャー、筆記用具、洗濯バサミ10個【持ち物】ハサミ、タオル、メジャー、筆記用具、洗濯バサミ10個
【申し込み】5月31日（土）午前8時30分から電話受付【申し込み】5月31日（土）午前8時30分から電話受付

市民市民
講座講座 ディンプルアート教室ディンプルアート教室
　プラスチック板の上に、特殊な絵の具を塗り、渇
くとステンドグラスのような作品に仕上がります。
長期保存が可能です。
【とき】6月 14日、7月 12日、8月 9日、9月 13日、
　10月 11日（各第 2土曜日・全 5回）
　午前 10時～正午　午前 10時～正午
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方【対象】市内在住または勤務の方
　先着15人　【持ち物】エプロン　先着15人　【持ち物】エプロン
【内容】ウェルカムボード、ティッシュケース ほか数点【内容】ウェルカムボード、ティッシュケース ほか数点
【受講料】1回1,500 円程度 (材料代 )【受講料】1回1,500 円程度 (材料代 )
【申し込み】5月27日（火）午前8時30分から電話または窓口で受付【申し込み】5月27日（火）午前8時30分から電話または窓口で受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座 やさしい押し花講座やさしい押し花講座

【とき】6月 14日、28日、7月 12日、26日、
　8月 2日 ( 各土曜日、全 5回で 1コース )
　午後 1時 30分～ 3時 30分
【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
【内容】季節の花で押し花の作品を作ります。(作品【内容】季節の花で押し花の作品を作ります。(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)　を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】4,500円程度(3作品、コースターの材料代)【受講料】4,500円程度(3作品、コースターの材料代)
【持ち物】花(押し方を習います)、ハサミ、カッターナイフ【持ち物】花(押し方を習います)、ハサミ、カッターナイフ
【申し込み】5月31日（土）午前8時30分から電話受付【申し込み】5月31日（土）午前8時30分から電話受付

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）

【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）
【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、片岡孝太郎ほか
送迎車を運行します（真岡市民会館⇔生涯学習館）送迎車を運行します（真岡市民会館⇔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と
なりますので、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
【申し込み】5月23日（金）～29日（木）までに
　下記へ電話で申し込みください。
　（日・月曜・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

映画映画「小さいおうち」

第1回 第1回 筋力トレーニング教室筋力トレーニング教室
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。ぜひご参加ください。
【とき】6月2日（月）　午後 7時～ 8時 30分
　※1回のみの教室です。　【参加料】無料
【ところ】総合体育館トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の 60歳以上の
　一般女性　先着 10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】現在受付中
　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。

弓道教室弓道教室
　弓道は、素朴で親しみやすく、年齢や性別を問わ
ず、自分の体力に合った強さの弓を使ってできる武
道・スポーツです。
【とき】6月4日～7月 2日　午後 7時～ 9時
　（毎週水曜日・全5回）　【参加料】無料
【ところ】真岡市弓道場 (真岡市田町 2668 番地 )
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着25人
【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物
【申し込み】現在受付中
　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

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。　　

～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】6月 3日 ( 火 ) まで電話受付
　（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】
健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

すこやか赤ちゃん教室
【とき】6月 12日（木）午前 10時～ 11時 15分
　（開始10 分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成26年 3月生まれの乳児と
　その保護者　先着 15組
【内容】ベビーマッサージ、講話「予防接種の進め方」ほか
【持ち物】母子手帳、筆記用具、バスタオル1枚、こどもの健康Book
【申し込み】5月 30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☎ 83-8121  FAX83-8619


