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すこやか赤ちゃん教室
【とき】7月 10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 4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】6月 27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

7 月の情報センター講座
①初めてのパソコン講座･･･先着 10人
【とき】16日（水）午後2時～ 5時
【対象】パソコンを使ったことがない方
【内容】パソコンの起動・終了方法、
　マウス操作など
② Excel2007 基礎講座･･･先着 10人
【とき】23日（水）～25日（金）　午前10 時～正午
【対象】マウス操作、文字入力ができ、ワープロ操作のできる方
【内容】データの入力方法、関数、表、グラフの作成、
　集計、抽出など
③デジカメ講座～取り込みから加工まで～･･･先着10人
【とき】27日（日）午後2時～午後 5時
【対象】Windows の基本操作ができ、デジカメと
　付属のUSBケーブルを持参可能な方
【内容】写真をパソコンに取り込み、簡単な加工を行います。
＜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】6/27（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

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！

7 月7 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
8（火）11（金）14（月）
25（金）28（月）31（木） 総合福祉保健センター

4（金）5（土） 二宮コミュニティセンター
9（水）10（木）16（水）
17（木） 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～ 1時 45分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
10（木） 中村農村環境改善センター
22（火） 総合福祉保健センター
【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か②を
受診する方 100円

【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

真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業
ニュースポーツ教室ニュースポーツ教室

　総合型地域スポーツクラブとは、住民により自主的・
主体的に運営されるスポーツクラブです。
【とき】6月 28日（土）午後 1時～ 3時
【ところ】真岡市総合運動公園陸上競技場
　（雨天時：山前分館多目的ホール）
【対象】5、6歳児～高齢者の方　先着 30人
【内容】スカイクロス等、子どもから高齢者の方ま
　でどなたでも楽しめる種目を行います。
【参加料】200円 ( 当日会場でお支払いください )
【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。6月26日（木）までに電話(平
　日午前8時30分～午後5時15分 )、ＦＡＸ、Eメー
　ルで下記へ申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
（スポーツ振興課内）  ☎ 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

参加団体募集  参加団体募集  鬼怒川・小貝川・五行川鬼怒川・小貝川・五行川
クリーン大作戦クリーン大作戦

　ふるさとの川を美しく保ち、正しく安全に利用する
ため沿川(えんせん)自治会、各種団体と協力し一斉
清掃を行います。参加いただける団体は、7月11日
（金）正午までに下記へ申し込みください。
【とき】7月 12日（土）午前中 2時間程度
【ところ】 鬼怒川・小貝川・五行川の各河川敷
【主催】鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議
【申し込み・問い合わせ】
　建設課管理係 ☎ 83-8147 FAX83-6240

平成26年度 平成26年度 歴史教室開催歴史教室開催
　今年11月29日（土）に真岡市で「第20回全国報　今年11月29日（土）に真岡市で「第20回全国報
徳サミット真岡市大会」が開催され、当日は基調講演徳サミット真岡市大会」が開催され、当日は基調講演
も予定されています。そこで今年度のテーマは、「二宮も予定されています。そこで今年度のテーマは、「二宮
尊徳」とし、下記の日程で実施します。各回参加自由です。尊徳」とし、下記の日程で実施します。各回参加自由です。
【テーマ】二宮尊徳
【日程】第1回：7月12日（土）、第2回：8月23日（土）、
　第 3回：9月 20日（土）
　毎回午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】青年女性会館ホール　【参加料】無料

第 1 回歴史教室のお知らせ
【とき】7月12日（土）午後1時30分～3時30分
【講師】栃木県立宇都宮高等学校教諭　舩木 明夫 氏
【演題】「二宮尊徳資料探訪記」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

【申し込み・問い合わせ】文化課文化財係 
　☎ 83-7731　FAX83-4070

お子様の発育・養育でお悩みの方お子様の発育・養育でお悩みの方

真岡市教育相談会真岡市教育相談会をを開催開催  
　就学前・小・中学校のお子さまとその保護者の方
を対象に教育相談会を開催します。お気軽にご相談
ください。相談は無料です。
【とき】7月29日（火）午前9時30分～午後3時30分
【ところ】二宮コミュニティセンター
【対象】相談内容に合わせて、小中学校教員、市子ど
　も発達支援センターひまわり園職員、児童家庭課相
　談員、健康増進課、心理相談員が相談に応じます。
【申し込み】6月 30日（月）までに、次のいずれか
　の方法で申し込み。① 真岡市教育委員会に電話で
　申し込み、②申込書を真岡市教育委員会に郵送ま
　たは持参、③申込書を担任の先生に提出
【その他】相談開始時刻は、午前9時30分、午前11時、
　午後1時、午後2時30分からご希望ください。
　相談時刻を調整後、郵送でお知らせします。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市教育委員会学校教育課 ☎83-8181 FAX83-8080 

「平成26年経済センサス－基礎調査「平成26年経済センサス－基礎調査
および商業統計調査」実施中および商業統計調査」実施中

　経済センサス‐基礎調査は、我が国の全ての産業分
野における事業所及び企業の基本的構造を全国及び地
域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象と
する各種統計調査の実施のための母集団情報を整備す
ることを目的として実施します。
　商業統計調査は、我が国における商業の実態を明ら
かにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目
的として実施します。
　これらの２つの調査は、政府の重要な調査であり、
正確な統計を作成するため、統計法に基づいた報告義
務のある調査として実施いたします。
　皆様のご協力、ご回答をよろしくお願いいたします。
◆調査票に記入した内容は、統計作成目的以外に使わ
　れることはありません。
◆調査員は、県から任命を受けた非常勤の公務員です。
　調査に関する守秘義務が課せられています。
◆オンライン回答もご利用できます。回答期限は７月
　７日（月）までです。ぜひご活用ください。
【かたり調査にご注意ください！】
経済センサス‐基礎調査及び商業統計調査を装った不
審な訪問者や不審な電話・電子メールなどにご注意く
ださい。調査員は必ず調査員証を身に付けております
のでご確認ください。また、金品を請求したりするこ
とはありません。

　調査の詳細は、総務省HP　http://e-census-syougyo.
stat.go.jp/まで。
 【申し込み・問い合わせ】
　企画課統計係　☎ 83-8109　FAX83-5896

おやこ料理教室おやこ料理教室
　トマトライス、ヨーグルトサラダ、コンソメスー
プ、デザートを作ります。
【とき】7月 21日（月）午前9時 30分～午後1時
【ところ】市公民館　調理室
【対象】市内在住の幼児・小学生と
　その保護者　先着 30人
　※託児はありません。
【参加料】大人 350円、子ども 250円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】6月 20日（金）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

第2回 第2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】7月7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
　一般男性　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。
【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

  オピママと遊ぼう  オピママと遊ぼう
　   ～うちわで遊ぼう～　   ～うちわで遊ぼう～
　親子でうちわを作ります。
【とき】6月 25日（水）午前10時 45分から
【ところ】子育て支援センター
【申し込み・問い合わせ】
　子育て支援センター ☎ 84-1545  （FAX兼）

感染症に注意しましょう感染症に注意しましょう
　夏期に多く発生する感染症は、　夏期に多く発生する感染症は、「「手足口病」「腸管出血手足口病」「腸管出血
性大腸菌感染症（O157）」「咽頭結膜熱（プール熱）」「ヘ性大腸菌感染症（O157）」「咽頭結膜熱（プール熱）」「ヘ
ルパンギーナ」ルパンギーナ」があります。例年7月から８月に流行のピーがあります。例年7月から８月に流行のピー
クを迎えます。クを迎えます。
　夏期は暑さのため、体力を消耗しやすく、　夏期は暑さのため、体力を消耗しやすく、
免疫力が低下します。特に、乳幼児や基礎免疫力が低下します。特に、乳幼児や基礎
疾患を持つ高齢者などは、重症化すること疾患を持つ高齢者などは、重症化すること
もありますので、特に注意が必要です。もありますので、特に注意が必要です。
　これらの感染症には、　これらの感染症には、手洗いとうがいに手洗いとうがいに
よる予防が有効よる予防が有効です。日頃から、バランスのよい食事や十です。日頃から、バランスのよい食事や十
分な休養を心がけ、症状があるときは早めに医療機関を分な休養を心がけ、症状があるときは早めに医療機関を
受診しましょう。受診しましょう。
【申し込み・問い合わせ】
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

市民市民
講座講座

想い出の写真を楽しく残そう想い出の写真を楽しく残そう
スクラップブッキングスクラップブッキングにに挑戦挑戦

　家族の歩みや旅の想い出などを、お気に入りの写　家族の歩みや旅の想い出などを、お気に入りの写
真や素材を使ってスクラップブッキングし、自分ら真や素材を使ってスクラップブッキングし、自分ら
しい写真の整理をします。しい写真の整理をします。
【とき】7月 10日、17日
　(各木曜日、全2回 )午前10時～正午
【ところ】市公民館　第 1会議室【ところ】市公民館　第 1会議室
【対象】市内在住または勤務の方　定員 20人　【対象】市内在住または勤務の方　定員 20人　
【受講料】1,500 円（材料代として）【受講料】1,500 円（材料代として）
【持ち物】写真 Lサイズ 20～ 30枚、はさみ【持ち物】写真 Lサイズ 20～ 30枚、はさみ
【申し込み】6月20日（金）午前8時30分～6月30【申し込み】6月20日（金）午前8時30分～6月30
　日（月）午後5時15分まで電話受付。（申し込みは　日（月）午後5時15分まで電話受付。（申し込みは
　本人のみ）※定員を超えた場合は抽選となります。　本人のみ）※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）


