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8 月8 月のの情報センター講座情報センター講座
①Word2007 基礎講座･･･先着 10人
【とき】6日（水）～8日 (金 ) 午後 7時～ 9 時
【対象】マウス操作、文字入力ができる方
【内容】文章作成、表作成、文字の装飾など
②初級パソコン講座（「初めてのパソコン講座」の次段階）･･･先着10人
【とき】20日（水）、21日 (木 ) 午前10 時～正午
【対象】初歩的なマウス操作、文字入力ができる方
【内容】文字入力、ファイルの保存、ウィンドウ操作など
＜①②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】7/25（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

8 月8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 7日（木） H26年 3月 20日　～ 4月 8日生

9カ月児健診
1日（金） H25年 9月 21日　～ 10月 10日生

21日（木） H25年 10月 11日　～ 11月 4日生

1歳 6カ月児健診 22日（金） H25年 1月 1日　～ 1月 20日生

3歳児健診
5日（火） H23年 7月 1日　～ 7月 27日生

26日（火） H23年 7月 28日　～ 8月 13日生
2歳児歯科検診 25日（月） H24年 8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。

8 月の「子育て相談」
【とき】6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

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！

8 月8 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
1（金）5（火）18（月）
19（火）29（金）31（日） 総合福祉保健センター

26（火）27（水） 二宮コミュニティセンター
【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
≪働く世代の生活習慣病検診≫
（受付時間、検診内容は≪生活習慣病検診≫と同じ）
【対象】40～ 59歳の市民の方限定

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
31（日） 総合福祉保健センター

≪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
6（水） 二宮コミュニティセンター
25（月） 山前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 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

すこやか赤ちゃん教室
【とき】8月 7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 5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】7月 25日（金）午前9時から電話受付
【問い合わせ】健康増進課母子健康係☎83-8121 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参加者募集ニュースポーツ教室参加者募集
　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】7月 26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】フライングディスク等、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】7 月 24 日（木）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

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
週末よしもと 真岡 お笑いまつり！週末よしもと 真岡 お笑いまつり！

　博多華丸大吉やロバート、アジアン等が出演します。
【とき】9月27日（土）午後6時30分開演　6時開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定前売り券：3,800円、当日券4,300円
　※当日券は前売りで完売しなかった場合にのみ販売
　※５歳以上有料、４歳以下膝上無料、席が必要な場合有料
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
　※購入されたチケットの払い戻しは不可
【チケット発売日】
　一般発売 7月19日（土）午前9時から
　（初日は１人６枚まで）300席　
　※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）
　※座席はスタッフで指定（後ろの席になる場合あり）
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎ 83-7731
　ｻﾝﾗｲｽﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ東京☎ 0570-00-3337
　ｻﾝﾗｲｽﾞｵﾝﾗｲﾝ http://www.sunrisetokyo.com/
　チケットぴあ ☎0570-02-9999（Pコード437-939）
　ローソンチケット☎0570-084-003（Lコード37574）
　イープラスhttp://eplus.jp/
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

栃木県シルバー人材センター連合会栃木県シルバー人材センター連合会
フォークリフト運転講習会フォークリフト運転講習会のの受講者募集受講者募集
【とき】9月4日（木）～11日（木）午前9時～午後4時
【ところ】コマツ教習所栃木センタ
【対象】以下の条件を満たす方
　①就職・就業に意欲がある方 ②栃木県内在住の
　55歳以上の方 ③ハローワークに求職登録済みの
　方 ④普通自動車運転免許を取得済みの方
【募集人数】20人 ( 応募多数の場合は選考 )
【内容】フォークリフト運転業務に必要な学科・実技
   (荷役・走行操作)等。フォークリフト運転技能講  
　習修了証の取得を目指します。
【受講料】無料 (テキスト代も無料 )
【申し込み】所定の申込用紙 ( ハローワーク、県内
　各シルバー人材センター、公益財団法人栃木県シ
　ルバー人材センター連合会に用意。連合会HPか
　らもダウンロード可 ) にて郵送または FAXで下
　記まで申し込みください。8 月 25 日（月）必着
【申し込み・問い合わせ】〒 320-8503　
　宇都宮市駒生町 3337-1 とちぎ健康の森内
　公益財団法人栃木県シルバー人材センター連合会
　☎ 028-627-1179　FAX028-627-2522

身体障がい者のための巡回相談身体障がい者のための巡回相談
【とき】8月 20日（水）午後 2時～ 4時
【ところ】総合福祉保健センター  
【内容】肢体不自由の方の身体障害者手帳の申請
　（程度変更も含む）および相談 (無料 )  
【申込期限】8月 5日（火）まで
【主催】とちぎリハビリテーションセンター
【申し込み・問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係　☎83-8129 FAX82-2340

真岡市歴史資料保存館真岡市歴史資料保存館
夏休み一般公開のお知らせ夏休み一般公開のお知らせ
【とき】8月1日（金）～4日（月）午前9時～午後4時
【ところ】真岡市歴史資料保存館（真岡市高田2645）
【入場料】無料（事前申込不要）
【内容】昔の農具・民具の展示、体験（ボランティアによる説明あり）
同時開催同時開催「親子体験イベント」8/1（金）～ 4（月）「親子体験イベント」8/1（金）～ 4（月）
【開催時間】午前 10時～午後 3時
【内容】 ①親子火起こし体験…随時受付
　　　 ②親子昔遊び体験…随時受付
　　　　　竹馬、竹とんぼ、ベーゴマ、お手玉など
同時開催同時開催「歴史散歩～親鸞コース～」8/3（日）「歴史散歩～親鸞コース～」8/3（日）
【開催時間】①午前10時～11時30分 ②午後2時～3時30分
　般舟石、三谷草庵、専修寺を巡ります。
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎ 83-7731 FAX83-4070

科学教育センター夏休み科学教育センター夏休みのの案内案内
★LET'S サイエンスショー
　「シャボン玉のふしぎ」★ ※事前電話申込が必要
【とき】8月 3日（日）
　①午前 9時 30分～  ②午後 2時 30分～
【対象】どなたでも参加できます。各回先着 40人
　(小学 3年生以下保護者同伴 )【参加料】無料
【内容】シャボン玉の楽しいショー (おみやげ付き）
【申し込み】7月 28日 ( 月 ) ～ 29日 ( 火 )
★科学の広場 親子実験♪
　「ポップコーンのひ・み・つ」★ ※事前電話申込が必要
【とき】8月 9日 ( 土 )、10日 ( 日 )
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【対象】小・中学生と保護者　各日先着 20組
【内容】ポップコーンがはじける秘密を探ります。
【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】7月 30日 ( 水 ) ～ 8月 1日 ( 金 )
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211

真岡市制施行60周年記念事業真岡市制施行60周年記念事業

「ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡」「ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡」
参加者大募集参加者大募集

　健康のためにウォーキングを習慣にしましょうと
いう事業です。気軽に参加してみませんか。みんな
で歩いて健康になりましょう。
【とき】9月 1日 ( 月 ) ～ 11月 30日 ( 日 )
【対象】市内在住で 18歳以上の方
　(個人・グループでの参加も可 )
【内容】期間中に 1日 1,000 歩以上のウォーキング
　を 60日以上実施し、「ウォーキング記録票」等
　に記入します。60日以上達成し、記録票を提出
　した方には、達成賞・オリジナルグッズを贈呈します。
【申込方法】所定の申込用紙 (下記窓口・市役所案内・
　二宮支所窓口に用意。ホームページからも印刷可)
　に記入し、下記まで申し込みください。申し込まれ
　た方には、「ウォーキング記録票」等をお渡しします。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　健康増進課成人健康係　☎83-8122 FAX83-8619

もおか環境パートナーシップ会議もおか環境パートナーシップ会議

手作り風車手作り風車でで電気電気をを作ろう！作ろう！
　風力発電工作、水力や太陽光などの発電模型を
使った体験やお話、クイズなどを通して、エネルギー
の大切さについて楽しく学びます。
【とき】8月 3日（日）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館第 3・4会議室　【参加料】無料
【対象】市内在住の小学生の親子　先着 20 組  
【持ち物】350～ 500ml のペットボトル2個 (ふた
　付き )、はさみ、カッター、飲み物
【申し込み・問い合わせ】
　環境課環境計画係　☎ 83-8241 FAX83-5896

みんなのひろば
●スポーツダンス 10種目・毎月 1回の無料講習会
　今月はチャチャチャを体験します。【とき】
8/2( 土 )9:30 ～ 10:30【ところ】真岡市スポーツ交流
館多目的室①【対象】市内在住または通勤・通学の方【持
ち物】ダンスシューズまたは体育館シューズ【問い合
わせ】DSみゆき☎ 83-2453( 渡邊 )
●国際医療福祉大学塩谷看護専門学校オープンキャンパス
　【とき】第 2回：7/26( 土 )、第 3回：8/7( 木 )、第
4回：8/23( 土 )、第 5回：9/20( 土 )【開催時間】9:20
～ 12:00【申し込み・問い合わせ】国際医療福祉大学
塩谷看護専門学校☎ 0287-44-2322


