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みんなのひろば

ヤング検診受診者募集ヤング検診受診者募集
　半日もかからずに低料金で、あなたの健康状態を目に
見えるカタチにできます。この機会に申し込みください。
【受付】午前 8時 30分～ 10時 30分
募集日程 実施会場
7/2（水） 二宮コミュニティセンター
7/6（日） 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（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 自己自己
負担金負担金

①ヤング特定健診
（身体計測・腹囲・
血圧・尿中塩分測
定・血液検査）

30～39歳の男女 100人 無料

②ヤング
女性がん
検診

乳がん　
（超音波
検査）

30～39歳の女性 50人 200 円

子宮頚が
ん（頚部
がん検査）

30～39歳の女性 50人 400 円

骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性 100人 100 円

※各検診項目について、年度内1回の受診となります。※各検診項目について、年度内1回の受診となります。
【申込方法】検診日の1週間前までに【申込方法】検診日の1週間前までに電話・FAX・Eメールで申し込み。

【問い合わせ】Eメール kenkou@city.moka.lg.jp
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

●自動車税の納税は忘れていませんか。
　自動車税の納期限6月2日が過ぎましたが、納税はお
済みでしょうか。お済みでない方は、速やかに納税されま
すようお願いします。7月に督促状発送後、差押え等の処
理を行うことがあります。なお、自動車税についてご不明
な点がありましたら、下記へ問い合わせください。【問い
合わせ】真岡県税事務所収税課☎0285-82-2253
●税務職員募集
【受験資格】①平成26年4月1日において高校または中等
教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過して
いない者、および平成27年3月までに高校又は中等教育学
校卒業見込みの者。②人事院が上記①に掲げるものに準ず
ると認める者。【試験日】9/7（日）【受付期間】①原則イン
ターネット申し込み：6/23（月）～7/2（水） http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.htlmへアクセス。②郵送・持参申し
込み：6/23（月）～6/26（木）【問い合わせ】関東信越国
税局人事第2課試験係☎048-600-3111（内線2097）、人
事院人材局試験課☎03-3581-5311（内線2332）
●ぼうはんカレッジ 2014 開催
　幅広い地域や世代の県民に、さまざまな防犯知識を
身に付けてもらえるように、防犯講座「ぼうはんカレッ
ジ 2014」を開催します。【とき】①マップ作成コース：
6月 21日（土）9:15 ～ 17:00、②リーダー養成コース：
6月 28 日（土）9:00 ～ 15:20【ところ】壬生町生涯
学習館（壬生町落合 3-5-3）【定員】先着 80人【参加料】
無料【申し込み・問い合わせ】栃木県くらし安全安心
課☎ 028-623-2185

　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

　両親学級　両親学級ののご案内ご案内
【とき】7月 5日（土）
　午前9時30分～11時30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】市内在住の夫婦（おおむね妊娠20週以降）先着15組
【内容】赤ちゃんのお風呂、妊婦疑似体験など
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み・問い合わせ】6/20（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

高齢者の低栄養予防高齢者の低栄養予防
いきいき元気料理教室いきいき元気料理教室
　鶏肉のさっぱり煮、夏野菜と長いもの塩こぶ和え、
きゅうりとレタスの卵スープ、ミニトマトのコン
ポートを作ります。
【とき】6月 27日（金）午前9時 30分～午後1時
【ところ】二宮コミュニティーセンター　調理室
【対象】市内在住の 65歳以上の方 
　 先着 24人
【参加料】1人 600 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】6月 16日（月）午前 8時 30分から電
　話で申し込みください。
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

市民市民
講座講座 パッチワーク講座パッチワーク講座

【とき】7月 3日、10日、17日、24日、31日
　(各木曜日、全 5回で 1コース )
　午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人
【内容】【内容】パッチワークのバッグを作ります。
　（講座で作る予定のバッグ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】3,000 円程度 (材料代 )【受講料】3,000 円程度 (材料代 )
【持ち物】裁縫道具、布切りバサミ、紙切りバサミ、【持ち物】裁縫道具、布切りバサミ、紙切りバサミ、
　定規、筆記用具　定規、筆記用具
【【申し込み】6月 21日（土）午前 8時 30分から電申し込み】6月 21日（土）午前 8時 30分から電
　話受付　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（月・日曜・祝日休）

市民市民
講座講座 焼かない陶芸講座焼かない陶芸講座

【とき】6月 29日、7月 13日、27日、8月 3日、
　10日 ( 各日曜日、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【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【内容】粘土で素敵な花の額を作ります。(講座で　【内容】粘土で素敵な花の額を作ります。(講座で　
作る作品を西分館ロビーに展示していますのでご　作る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 )覧ください )
【受講料】1,500 円程度 (材料代 )【受講料】1,500 円程度 (材料代 )
【持ち物】おしぼり、はさみ【持ち物】おしぼり、はさみ
【申し込み】6月 14日（土）午前 8時 30分から電【申し込み】6月 14日（土）午前 8時 30分から電
　話受付　話受付

SL キューロク館SL キューロク館
「こどもクイズラリー＆「こどもクイズラリー＆
キューロクぬり絵」キューロクぬり絵」開催開催
　ＳＬキューロク館、真岡駅、情報センター 4階
ＳＬコーナーにポイントを設置して、クイズラリー
を行います。また、終了後にぬり絵を行います。完
成したぬり絵はキューロク館に展示します。
【とき】6月 21日（土）午前 11時～正午
　午前10時からＳＬキューロク館事務所で受付開始
【ところ】ＳＬキューロク館
【対象】小学校 3年生まで　先着 30人（保護者同伴）
【参加料】無料
【その他】参加者にはプレゼントがあります。

【問い合わせ】ＳＬキューロク館 ☎ 83-9600

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】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

市民市民
講座講座 キッズ英会話講座キッズ英会話講座
　英語での絵本の読み聞かせ、歌やゲーム、簡単な
日常会話を学びます。
【とき】7月 13日、20日、27日、8月 3日、31日 (各
　日曜日、全 5回 )　午前 10時～ 11時
【ところ】市公民館　第 5・6会議室【ところ】市公民館　第 5・6会議室
【対象】市内在住の平成 20年 4月2日～【対象】市内在住の平成 20年 4月2日～
　平成 22年 4月1日生まれの幼児とその　平成 22年 4月1日生まれの幼児とその
　保護者　定員20 組　保護者　定員20 組
【受講料】無料【受講料】無料
【申し込み】6月13日（金）～6月23日（月）【申し込み】6月13日（金）～6月23日（月）
　午前8時30分から午後5時15分まで電話受付。　午前8時30分から午後5時15分まで電話受付。
　※定員を超えた場合は抽選となります。　※定員を超えた場合は抽選となります。
【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）

 A B C

市民市民
講座講座 ゆかたの着付け講座ゆかたの着付け講座
　浴衣の着方と半巾帯の結び方を学びます。
【とき】7月 4日、11日
　(各金曜日、全 2回 )
　午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館　第 5・6会議室【ところ】市公民館　第 5・6会議室
【対象】市内在住または勤務の女性【対象】市内在住または勤務の女性
　定員 20人　【受講料】無料　定員 20人　【受講料】無料
【持ち物】浴衣、半巾帯、腰ひも 2本、伊達締め、前板、【持ち物】浴衣、半巾帯、腰ひも 2本、伊達締め、前板、
　コーリンベルト、タオル 3枚　コーリンベルト、タオル 3枚
【申し込み】6月 13日（金）午前8時 30分～ 6月【申し込み】6月 13日（金）午前8時 30分～ 6月
　23日（月）午後 5時 15分まで電話受付。　23日（月）午後 5時 15分まで電話受付。
　※定員を超えた場合は抽選となります。　※定員を超えた場合は抽選となります。

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　年間数回の各種演奏会等に関連しながら、クラシック
音楽の聴きどころや作曲家および作品の紹介をやさしく
わかりやすく案内します。音楽・文化に親しみましょう。
【日程と内容】各回 午後 6時 30分～ 8時 30分

日　程 演　題
  6月 20日（金）7/6NHK交響楽団演奏曲目紹介
10月10日（金）モーツァルトとピアノ
平成27年
1月16日（金） ニューイヤーコンサートとウィーン

【ところ】青年女性会館 ホール兼会議室
【定員】100 人（1か月前から先着順で整理券を配
　布します。）　【参加料】無料　

【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731　FAX83-4070

【補助の条件】
◆飼い主が市内に住所があること（※販売目的は不可）
◆犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録と狂犬病予
　防注射が済んでいること
◆芳賀郡内獣医師の手術を受けること
◆市税を完納していること（世帯全員）
【補助金額】
　メス犬一頭につき5,000円、メス猫一頭につき3,500円
【手続き】手術後 30 日以内に申請書兼請求書を環
　境課へ提出してください。申請書兼請求書はホー
　ムページからもダウンロードできます。また、郡
　内の動物病院にもあります。
※近年、捨て犬、捨て猫に関する苦情が多数寄せ
られております。飼い主のいない不幸な犬や猫を増
やさないよう、愛情を持ってしつけ、生涯責任を持っ
て飼育しましょう。

【申請・問い合わせ】環境課環境保全係（本庁舎3階） 
　☎ 83-8125  FAX83-5896

メス犬・メス猫メス犬・メス猫のの
       避妊手術補助金制度       避妊手術補助金制度

県民の日協賛事業県民の日協賛事業
プラネタリウム無料公開プラネタリウム無料公開
【とき】6月 21日、28日（各土曜日）
　午前 11時～、午後 1時 30分～（途中入場不可）
【内容】当日の星空解説、春番組
　「星になったチロ」（約 50分）
【観覧料】無料
　※開始 30分前から観覧券を配布します。定員に
なり次第、配布は終了します。

【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211

真岡市行政情報番組案内真岡市行政情報番組案内
　市からのお知らせや、イベント情報などをお伝
えする行政情報番組「ほっとステーションもおか」
は、真岡ケーブルテレビ（いちごてれび）で毎日
放送しています。ぜひ、ご覧ください。
【放送時間】1日3回  午前8時から、午後1時から、
　午後 6時から（※日曜日は午前 7時からのみ）
【6 月 16日（月）～ 6月 22日（日）放送内容予定】
　◆市政ニュース ◆ようこそ市長室へ《真岡市都市
計画マスタープランについて》 ◆もおかインフォ ◆
市役所情報局 ◆ウィークリーニュース 

【問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎83-8100  FAX83-5896

※行政情報番組を視聴する場合は、真岡ケーブ
ルテレビへの加入が必要となります。視聴の申
し込みは、真岡ケーブルテレビへ（☎ 83-5001）


