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みんなのひろば
●チャットパレス開館 14 周年記念・市制施行
60周年記念協賛事業「チャットパレス花火大会」
　【とき】7/13(日)17:00～20:00【ところ】チャットパ
レス南側庭園【内容】よさこいパフォーマンス、お楽し
みビンゴ大会、「とちおとめ25」ミニライブ、花火大会
など【問い合わせ】井頭温泉チャットパレス☎80-3311
●メンタルヘルス講座～おとなの発達障害の理解～
　発達障害は、自閉症やアスペルガー症候群などを指
しますが、大人になってから生活がうまくいかず、初
めて気づく方もいます。発達障害を理解し、関わり方
のヒントを学びませんか。【とき】8/4(月)13:30～
15:30「発達障害をどう捉えるか」、9/1(月)13:30～
15:30「こんな時どうする？関わり方のヒント」【受付
時間】各日13:00から【講師】Office夢風舎 土屋 徹 氏【と
ころ】市公民館第3・4会議室【申し込み】7/25(金)
までに、電話またはFAXで申し込みください。(先着
90人)【申し込み・問い合わせ】県東健康福祉センター
健康支援課☎0285-82-2138 FAX0285-84-3450
●市民講座受講生の作品「切り絵展」開催
　【とき】8/3( 日 ) まで【ところ】コラボーレも
おか【問い合わせ】コラボーレもおか☎81-5522
●毎月勤労統計調査特別調査へのお願い
　厚生労働省では、本年7/31現在で、常用労働者を
1～4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計
調査特別調査を実施します。この調査は、1～4人の
常用雇用者を雇用する小規模事業所における賃金、労
働時間および雇用の実態について、全国および都道府
県別に明らかにすることを目的に実施しており、調査
結果は小規模事業所の実態を示す資料として最低賃金
の改訂審議等に使用されています。調査対象となる事
業所には、8月から9月にかけて統計調査員が訪問し、
調査事項についてお伺いして調査票を作成します。
【問い合わせ】栃木県県民生活部統計課人口労働統計
担当☎028-623-2246 FAX028-623-2247

第 1回第 1回  歴史教室開催歴史教室開催
　今年度のテーマは、「二宮尊徳」です。参加は自由で　今年度のテーマは、「二宮尊徳」です。参加は自由で
すので、ぜひ参加ください。すので、ぜひ参加ください。
【とき】7月12日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール
【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」
【参加料】無料
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

第 2 回歴史教室のお知らせ第 2 回歴史教室のお知らせ
【とき】8月23日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール
【講師】日本考古学協会会員　安永 真一 氏
【演題】「真岡東郷陣屋における二宮尊徳」（仮題）
【問い合わせ】
 　文化課文化財係 ☎ 83-7731 FAX83-4070

介護予防いきいき水中運動
プログラムプログラム
【とき】8月 6日（水）から毎週水曜日（全 12回）
　午前 9時～ 10時
【ところ】真岡井頭温泉 バーデプール
　※送迎はありません。各自でお越しください。
【対象】以下の条件をすべて満たす市民の方 30人程度
　◇ 65歳以上で、介護保険サービス対象外の方
　◇主治医の了解が得られる方
　◇肩・腰・膝の痛みを、水の浮力を利用した運動
　　で改善したい方
　◇本プログラムに初めて参加する方
【参加方法】
　①福祉課へ電話をする。
　②福祉課から送られた申込用紙に必要事項を記入し、
　　窓口に申し込む。（簡単な聞き取りあり）
　③受講決定通知を受け、参加する。
【申し込み】7月 25日 ( 金 ) まで電話受付
【その他】この他に、運動に自信がない方も参加し
　やすいメニューの教室もあります。関心のある方
　はお問い合わせください。

【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 FAX83-6335

き き水中運き き水中運

空き地空き地のの雑草雑草のの管理管理はは適正適正にに！！
　この時期、空き地の雑草が繁茂し、害虫が発生す
る恐れがあります。土地を所有している方は、適正
な管理をお願いします。
【問い合わせ】環境課環境保全係☎83-8125 FAX83-5896

雷や打ち上げ花火で雷や打ち上げ花火で
犬が逃げ出さないために犬が逃げ出さないために
　この時期、雷や打ち上げ花火の大
きな音に犬がびっくりしてしまい、
「家から犬が逃げてしまった」との
相談が多く寄せられます。犬を守っ
てあげられるのは飼い主だけです。
犬が迷子にならないよう、以下のこ
とに十分気をつけてください。
①雷が鳴り出したときは、犬などの動物は家の中　
　に入れるなど、逃げ出さないよう管理しましょう。
②犬の身元証明である鑑札および注射済票は必ず　
　装着しましょう。連絡先を書いた名札・マイク　
　ロチップも飼い主を探す手掛かりになります。
③もしも逃げてしまった場合は、市環境課および栃木
　県動物愛護指導センターへすぐに連絡してください。
【問い合わせ】
　環境課環境保全係 ☎ 83-8125 FAX 83-5896
　栃木県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458

在宅歯科診療在宅歯科診療ののご案内ご案内
【対象】市内在住の 65 歳以上の方で、自宅で寝た
　きりのため、歯科医院への通院が困難な方
【内容】歯の痛みの処置、虫歯の治療や入れ歯の作成・
　調整など、歯科医師が訪問して診療します。
【費用】診療費は保険適用となりますので、
　受診者は保険診療の自己負担額と歯科
　医師の交通費を負担してください。
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

「平成 26年全国消費実態「平成 26年全国消費実態
調査」実施のお知らせ調査」実施のお知らせ
　平成26年9月から11月までの3カ月間にわたり、
平成26年全国消費実態調査を実施します。この調
査は、国民の暮らし向きを、家計の所得・消費・資
産の3つの側面から総合的に把握することを目的と
して行われ、調査の結果は国や地方公共団体の各種
経済・社会施策などの基礎資料となります。
　7月から統計調査員が事前確認のため、調査対象
地区の世帯を訪問します。その中から選ばれた世帯
に、後日改めて調査票記入のお願いに伺います。調
査員が皆さまのお宅に伺いましたら、調査の趣旨を
ご理解いただき、ご協力をよろしくお願いします。
【かたり調査にご注意ください！】
　全国消費実態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。

 【問い合わせ】
　企画課統計係　☎ 83-8109　FAX83-5896

女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
施設検診は受けましたか？施設検診は受けましたか？
　終了間際は大変込みあいます。早めに受診してく
ださい。なお、検診は集団か施設のどちらかで年度
内 1回の受診となります。新たに施設検診をご希
望の方は、下記の申し込み先までご連絡ください。
【実施期間】5月1日（木）～平成27年2月28日（土）
　※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸がん検査のみ 800円

30歳以上

子宮頸がん
および体部がん検診

（体部がん検診は医師が必
要と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部が
んのみは
800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上でﾏ
ﾝﾓｸﾞﾗﾌｨを希望
しない方

40歳～49歳 視触診
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（2方向） 600円

50歳以上 視触診
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（1方向） 500円

※自己負担金は医療機関にお支払いください。生活
　保護を受けている方は無料となりますので、事前
　に健康増進課へ申し出てください。
【対象医療機関】

医療機関医療機関 電話番号電話番号
子
宮
が
ん
検
診

岡田・小松崎クリニック 84-1941
小菅クリニック　要予約 84-3511
柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院　午前 11時までに受付 82-2195
ひがのクリニック 74-0051

乳
が
ん
検
診

医療機関 検査内容 電話番号
福田記念病院 要予約 ①・② 84-1171
鬼怒ヶ丘クリニック 要予約 ①・② 84-1124
亀山クリニック 要予約 ①・② 83-3212
芳賀赤十字病院
地域医療連携課で予約 要予約 ② 82-2195

（代表）
金子医院 要予約 ①・② 83-2818
高野医院 要予約 ① 82-3162
柳田外科肛門科医院 ① 82-5525
ふじた外科内科クリニック 要予約 ①・② 80-2877
芳賀中央クリニック ① 028-677-5581

※検査内容：①※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ

8 月 2 日（土）チケット一般販売8 月 2 日（土）チケット一般販売
真岡市制施行60周年記念事業・真岡市民会館自主事業真岡市制施行60周年記念事業・真岡市民会館自主事業

福田こうへいコンサートツアー福田こうへいコンサートツアー
～おかげさま～

【とき】11月 12日（水）　
　午後2時開演　午後1時30分開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定5,500円
　※未就学児入場不可。膝上鑑賞はできません。
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
【チケット発売日】
　一般発売 8 月 2日（土）午前 9時から（初日は
　１人６枚まで）※市民会館の電話予約は午後１時から
　(先着順のため、電話予約開始前に売り切れる場合あり)
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30～17:15)
　㈲暮田商会 ☎82-2611　金子電機真岡店 ☎82-1200
　㈲えびはら ☎74-0075
　チケットぴあ ☎0570-02-9999(Pコード233-919)
【申込先・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

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
オリンピ ックコーチオリンピックコーチ
に学ぶランニング教室に学ぶランニング教室
　総合型地域スポーツクラブとは、「いつでも、ど
こでも、だれでも、いつまでも」スポーツを楽しむ
ことができるようにするために、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】8月 6日（水）午後 6時 30分～ 8時
【ところ】真岡市総合運動公園陸上競技場周辺
【集合場所】陸上競技場駐車場
　※雨天時は、山前分館で講演会を開催
【対象】一般男女　先着 20人
【指導者】宇都宮村上塾　村上 晃史 氏
　(日本オリンピック委員会強化スタッフ。マラソン
　有森裕子専属トレーナーとして、92年バルセロナ
　オリンピック銀メダル獲得に貢献 )
【参加料】200円 ( 当日会場でお支払いください )
【申し込み】8 月 1 日（金）までに電話（平日　
　午前 8時 30分～午後 5時 15分）またはＦＡＸ・
　Eメールにて、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

ハチハチのの巣巣にに注意注意しましょう！しましょう！
　　　　　　ハチの巣が発生する恐れがあります。
　　　　　敷地内の巣については、所有者に対応を
　　　　　お願いしています。スズメバチの対策に
　　　　　ついては、早期発見、早期対応が有効
ですので、所有地について日頃の管理を心掛けて
ください。また、事故を防ぐためにも、無理せず
専門業者にお願いし、駆除を行ってください。
【無料害虫相談】
　衛生害虫防除等相談室 (栃木県ペストコントロー
　ル協会内 )　☎ 028-625-0606
　( 受付時間：平日午前 8時～午後 5時 )
【問い合わせ】※スズメバチ等の駆除業者を紹介します。
　環境課環境保全係　☎ 83-8125　FAX83-5896

市民市民
講座講座
絵本の中のピザとフルーツ絵本の中のピザとフルーツ
パフェを作って食べよう！パフェを作って食べよう！

【とき】8月 3日（日）午前 9時 30分～正午午前 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
　(真岡西中学校隣 )  図書室・調理室　(真岡西中学校隣 )  図書室・調理室
【対象】市内在住または在園・在学の【対象】市内在住または在園・在学の
　お子さまと保護者　先着 35人　お子さまと保護者　先着 35人
【内容】家庭オピニオンリーダー会の皆さんによる、【内容】家庭オピニオンリーダー会の皆さんによる、
　絵本の読み聞かせと料理実習　絵本の読み聞かせと料理実習
【受講料】600円(ピザ1枚とフルーツパフェ1個の材料代)【受講料】600円(ピザ1枚とフルーツパフェ1個の材料代)
　※ピザとフルーツパフェは追加もできます。　※ピザとフルーツパフェは追加もできます。
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル【持ち物】エプロン、三角巾、タオル
【申し込み】7月19日（土）から【申し込み】7月19日（土）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【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）


