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市民市民
講座講座

手縫いで作る手縫いで作る
手拭いかぼちゃパンツ手拭いかぼちゃパンツ

　あまり器用でないけれど、ちょっとハンドメイドした
いという方、ちょこっと手作りを楽しんでみませんか。
【とき】7月 17日、24日 ( 各木曜日、全 2回 )
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 7会議室【ところ】市公民館 第 7会議室
【対象】市内在住または勤務で成人の方　定員15人【対象】市内在住または勤務で成人の方　定員15人
【内容】【内容】手拭いとタオルを使って、かわいいパンツ
　（サイズ 100 ㎝）とハンカチを作ります。
【受講料】700 円 (材料代 )　【持ち物】はさみ【受講料】700 円 (材料代 )　【持ち物】はさみ
【【申し込み】6月 27日（金）～ 7月 7日（月）申し込み】6月 27日（金）～ 7月 7日（月）
　電話受付 (午前 8時 30分～　電話受付 (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。
　　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）

7 月の7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～ 5時

子育てサロン大内分館
（大内農業構造改善センター）

1日･15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）

2日･16日（水）午前9時～正午
16日午前10時45分～三つ子室長のふれあいタイム

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

3日・17日（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）

4日・18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日・15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】
1日（火）午前 10時 30分～ 育児講座「乳幼児の救急救命」
7日（月）午前 10時 45分～ 子育て健康相談・身体測定
8日（火）午前 10時 45分～ リズムであそぼう
10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】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】
3日（木）午前 10時～ 七夕集会
4・11・18日（金） 午前 11時～ 体育遊び
24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】
8日（火）午前10時45分～ トライフル(一緒に歌いましょう)
9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
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】7月 2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　

7 月7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
4日（金） H26年 2月 1日　～ 2月 28日生

25日（金） H26年 3月 1日　～ 3月 19日生

9カ月児健診 10日（木） H25年 9月 1日　～ 9月 20日生

1歳 6カ月児健診
11日（金） H24年 11月 19日　～ 12月 10日生

18日（金） H24年 12月 11日　～ 12月 31日生

3歳児健診 8日（火） H23年 6月 10日　～ 6月 30日生
2歳児歯科検診 28日（月） H24年 7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。

7 月の「子育て相談」
【とき】9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

おお口口
くちく ち

うるおいアップ教室うるおいアップ教室
　「口が渇く気がする」、「食事でむせやすくなった」
などの口のトラブルを放っておくと、食欲の低下、
誤嚥（ごえん）性肺炎等を引き起こす恐れがありま
す。正しいケアの方法を学び、生き生きと過ごせる
ようにしましょう。
【とき】7月 10日（木）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】65歳以上で、口の渇きや軽くむせるなど、
口のトラブルが心配な方  先着10人【参加料】無料

【内容】口の健康と口腔ケアの方法（講師：歯科衛生士）
【申し込み・問い合わせ】福祉課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎83-8132　FAX 83-6335

　 7月 7 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】2日（水）19日（土）午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館 1階青年室
【対象】市内在住の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 11cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの
【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室 ☎83-8157 FAX84-1545

《真岡市接骨師会》7 月の当番院
当番日 当番院名 電話番号 当番日 当番院名 電話番号

  6日（日）柳田整骨院 83-9674 13日（日）増山整骨院 82-6865

20日（日）田中整骨院 84-0205 21日（月）吉村整骨院 82-8727

27日（日）春原整骨院 80-0072認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症は誰でも発症する可能性のある病気です。認知
症について正しく学んでみませんか。サポーターとは、
何か特別なことをするのではなく、認知症の方や家族に
対する理解者になることです。お気軽に参加ください。
【とき】7月 9日（水）
　午前 9時 30分～ 11時　
【ところ】二宮コミュニティセンター  202会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方　
【申し込み・問い合わせ】福祉課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎83-8132　FAX 83-6335

根本山しぜん体験教室 
オオムラサキを観察しようオオムラサキを観察しよう

　樹液に集まるチョウのオオムラサキを雑木林で
じっくり観察します。
【とき】7月 13日（日）　※雨天中止
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【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。
　（小学 4年生以下は保護者同伴）先着 30人
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物
　(お持ちの方は双眼鏡 )
【申し込み】6月29日 (日 )から電話受付電話受付
　(午前 8時 30分～　(午前 8時 30分～午後 5時 ))
【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）

SL キューロク館 夏の風物詩SLキューロク館 夏の風物詩
「ほおずき市」＆子ども縁日「ほおずき市」＆子ども縁日
【とき】7月 12日（土）、13日 ( 日 )　
【ところ】SLキューロク館 敷地
■ 12 日 ( 土 ) 午後 3時～ 6時
　◇ほおずき市
　　ほおずきの鉢物販売(かご、風鈴付き)、焼きそば・焼き鳥・
　　クレープ・まんじゅう・かき氷・ジュース・ビールの販売など
　◇子ども縁日
　　金魚すくい、ヨーヨー釣り、キャラクタースーパー
　　ボールすくい、わたあめ・駄菓子の販売など
■ 13 日 ( 日 ) 午前 8時～午後 3時
　◇朝どり野菜の販売 8:00 ～ 11:00
　　新鮮な朝どり野菜を生産者が直接販売します。
　◇ほおずき市(内容は12日と同じ)10:00～15:00
　◇子ども縁日(内容は12日と同じ)10:00～15:00
　◇フリーマーケット 10:00 ～ 15:00
★ほおずき市でほおずき鉢物プレゼント★ほおずき市でほおずき鉢物プレゼント
　抽選で、10名の方にほおずき鉢物をプレゼントし　抽選で、10名の方にほおずき鉢物をプレゼントし
ます。ご希望の方は、往復はがきに住所・氏名・電ます。ご希望の方は、往復はがきに住所・氏名・電
話番号・「ほおずき希望」を記入し、真岡鐵道㈱ほお話番号・「ほおずき希望」を記入し、真岡鐵道㈱ほお
ずきプレゼント係 (〒321-4306真岡市台町2474-1)ずきプレゼント係 (〒321-4306真岡市台町2474-1)
まで応募ください。まで応募ください。7 月 3日（木）消印有効7月 3日（木）消印有効　　
　当選された方には、はがきで通知します。なお、イベ　当選された方には、はがきで通知します。なお、イベ
ント当日に引き取りに来なかった場合は無効となります。ント当日に引き取りに来なかった場合は無効となります。
≪ 7/13 のフリーマーケット出店者募集！≫
【募集店舗】10店舗
【出店費用】1区画 (1 坪テント )500 円
【申し込み】SL キューロク館 ( ☎ 83-9600）まで
　電話で申し込み。定数になり次第締め切り。
【問い合わせ】真岡鐵道株式会社☎ 84-2911 

　この計画は、平成27年度から3年間の総合的な高
齢者保健福祉施策の方向性を明らかにし、この間の介
護保険料を定めるものです。
【募集人数・応募条件】下記の条件を満たす方　4人
　① 年齢が40歳以上の方（平成26年 4月1日現在）
　② 市内に引き続き１年以上住所を有する方
　③ 平日昼間の会議に出席できる方
【応募方法】
　応募用紙（福祉課で受け取り、または真岡市ホーム
ページからダウンロード）に「高齢化社会とこれから
の福祉」をテーマにした作文（600字程度。様式自由）
を添えて、福祉課へ郵送、FAXまたはメールで提出
してください。
【応募締切】７月４日（金）必着
【その他】応募多数の場合は選考により決定します。
　また、応募用紙および作文は返却しません。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市健康福祉部福祉課地域支援係
　TEL83-8132　FAX82-2340
　E-mail  fukushi@city.moka.lg.jp

真岡市高齢者保健福祉計画真岡市高齢者保健福祉計画・・介護介護
保険事業計画策定懇話会委員保険事業計画策定懇話会委員をを公募公募

みんなのひろば
●平成26年度下水道排水設備工事責任技術者更新講習会
　【とき】10/1( 水 )、10/12( 日 )、10/22( 水 ) 各
回 14:00 ～ 16:00【ところ】宇都宮市文化会館【対象】
現在この資格を有し、有効期限が平成 27 年 3 月 31
日までの方。または資格が失効している方【申込期間】
7/1( 火 ) ～ 7/31( 木 ) 当日消印有効。申込書類は、
本人宛てに 6/27 までに送付します。【申し込み・問
い合わせ】公益財団法人とちぎ建設技術センター企
画開発部研修課☎ 028-626-3187

科学教育センター7月科学教育センター7月のの案内案内
★科学の広場「化石をさがそう」★ ※電話申込が必要
　化石を探したり、レプリカの化石作りをします。
【とき】5日（土）午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小・中学生　先着 40人程度
　(小学 4年生以下は保護者同伴 )
【参加料】100円
【申し込み】6月 30日 ( 月 ) ～ 7月 2日 ( 水 )
　電話受付 (午前 8時 30分～電話受付 (午前 8時 30分～午後 5時 15分 ))
★プラネタリウム七夕特別公開「七夕の星空をみよう」★
【とき】5日 (土 ) 午前 11時～、
　午後 1時 30分～（途中入場不可）
【内容】七夕と夏の星座の物語（約50分）
【観覧料】高校生以上 200円、
　中学生まで 100円、3歳以下無料
　（開始 30分前から観覧券販売）
　※定員になり次第、観覧券の販売は終了になります。
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211

  高齢者高齢者のの熱中症熱中症にに注意注意！！
　熱中症の発生は、毎年 7～ 8 月が　　　　　　
ピークです。熱中症患者のおよそ半数は　　　　
65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さへの感覚が
衰え、汗をかきにくくなり、熱中症発症の恐れが高
くなるため、注意が必要です。
≪熱中症予防のポイント≫
　◆のどの渇きを感じる前にこまめに水分補給しましょう。
　◆エアコンや扇風機を上手に活用し、室内の温度・
　　湿度を調整しましょう。
　◆服装を工夫しましょう。
　　（通気性・吸湿性の良い服、帽子・日傘の活用）
　◆生活リズムを整え、体調管理に注意しましょう。
　室内でも熱中症を発症し、救急搬送されたり、死
亡する事例もあります。暑い夏に向けて、日頃の生
活の中で熱中症予防に努めましょう。
環境省熱中症予防情報サイトhttp://www.wbgt.env.go.jp/


