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栃木 SC栃木 SC ホームゲームホームゲーム
プレミアシートプレミアシートでの観戦での観戦無料招待！無料招待！
栃木SCホームゲームの観戦者を募集します。
★席はプレミアシートで、VIPラウンジを利用できます。
★スタジアム内の駐車場が利用できます。
★各試合 1組 (2 人 ) が観戦できます。
※希望者が多い場合は抽選となります。
　(抽選の結果は後日お知らせします )

【試合会場】栃木県グリーンスタジアム
【申し込み】観戦希望者は、希望する上記の試合い
ずれか 1つを選び、下記へ電話（平日午前 8時
30分～午後 5時 15分）・FAX・Eメールで申し
込みください。≪必要事項≫①観戦希望者の氏名、
郵便番号、住所、年齢 ②人数 (2 人まで ) ③必ず
連絡の取れる電話または FAX番号・Eメールア
ドレス ④駐車場利用の方は、車種・色・ナンバー

【申込期間】8月 25日 ( 月 ) ～ 31日 ( 日 )
【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　

あなたの体力年齢、測定してみませんか？あなたの体力年齢、測定してみませんか？
健康体力測定健康体力測定

【とき】9月 8日（月）
①午前10時～ ②午後3時～ ③午後6時 30分～

【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の20～79歳の一般男女
【内容】握力、反復横とび、立ち幅とび、6分間歩行ほか
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、飲み物
【申し込み】申込期限、定員はありません。電話受付
（平日午前 8時 30 分～午後 5時 15 分）、FAX・
Eメールで申し込みの場合は氏名・住所・電話番
号・年齢を明記してください。

第 2 回第 2 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】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【参加料】無料
【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」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

映画映画「永遠の０
ゼロ

」
【とき】8月 23日（土）
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】市民会館 大ホール【上映時間】2時間24分
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500 円  ※芸術鑑賞会会員 無料
【出演】岡田准一、三浦春馬、井上真央ほか
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

市民市民
講座講座 一閑張り講座一閑張り講座
　丈夫な籠バッグを作ります。竹の籠に和紙や布を
貼り重ね、柿渋を塗って仕上げます。( 講座で作る( 講座で作る
予定の作品を西分館ロビーに展示していますのでご予定の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)
【とき】9月18日、25日、10月2日、9日、16日
　(各木曜日、全5回 )午後1時 30分～3時 30分午後1時 30分～3時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )  【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )  
【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
【受講料】7,000 円程度 (材料代 )【受講料】7,000 円程度 (材料代 )
【持ち物】布切りばさみ、紙切りばさみ (籠バッグ【持ち物】布切りばさみ、紙切りばさみ (籠バッグ
　のすべての材料は西分館で用意しますが、自分の　のすべての材料は西分館で用意しますが、自分の
　お気に入りや思い出の生地を使うこともできます )　お気に入りや思い出の生地を使うこともできます )
【申し込み】8月 30日（土）から【申し込み】8月 30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）

9 月の9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）

2日・16日（火）午前9時～正午
おたの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）

3日・17日（水）午前9時～正午
室長のふれあいタイム17日午前10時45分～

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

4日・18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）

5日・19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（16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（月）午前 10時 45分～ 子育て健康相談・身体測定
8日（月）午前 10時 45分～ お月見集会
9日（火）午前 10時 45分～ リズムで遊ぼう
26日（金）午前10時45分～ 交通安全教室

【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】
5日・12日・19日・26日（金） 
午前 11時～ 体育あそび

25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】
9日（火）午前10時45分～ トライフル(一緒に歌いましょう)

【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】9月 3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　

すこやか赤ちゃん教室
【とき】9月 11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 6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】8月 29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

介護予防いきいき体操教室介護予防いきいき体操教室
～筋力トレーニング編～～筋力トレーニング編～

　筋トレマシンを使用した、介護予防のための体操
教室です。初めての方でも無理なく続けられるよう
に、スタッフが指導します。
◆女性のみ対象コース
【開始日】★火曜コース：9月 9日 ( 火 ) 開始
　　　　★木曜コース：9月 11日 ( 木 ) 開始

【時間】①正午から ②午後 3時 30分から
【定員】各曜日とも各時間帯 2人ずつ
【会場】カーブス真岡荒町
【申し込み】9月 1日 ( 月 ) まで電話受付
◆一般男女対象コース
【開始日】★月曜コース：9月 22日 ( 月 ) 開始
　　　　★水曜コース：9月 24日 ( 水 ) 開始
　　　　★木曜コース：9月 25日 ( 木 ) 開始
　　　　★金曜コース：9月 26日 ( 金 ) 開始

【時間】午後 2時～ 3時　【定員】各曜日 4人
【会場】iFitness（真岡井頭温泉内）
【申し込み】9月 5日 ( 金 ) まで電話受付
◆各コース共通事項
【コース】開始日を含む全 12回、1回約 1時間
　※開始日以降、毎週同じ曜日・時間での利用　
　※電話申し込み順に受講曜日を決定しますので、
　　希望に添えない場合があります。
【対象】以下の条件をすべて満たす市内在住の方　
　① 65～ 75 歳で介護保険サービス対象外の方　
　②マシンを使用した運動に支障のない身体状態の
　方 ③主治医の了解が得られる方 ( 診断書等の必
　要はありません )④この教室に初めて参加する方
【受講方法】①電話で福祉課に申し込む ②福祉課か
　ら送られる申込用紙に記入し、下記窓口に持参（簡
　単な聞き取りをするので本人がお越しください） 
　③受講決定通知を受け参加する
【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

運動ビギナー大歓迎！仲間と楽しく脂肪燃焼！運動ビギナー大歓迎！仲間と楽しく脂肪燃焼！
すっきり！メタボ解消教室すっきり！メタボ解消教室  
　最近体重が増えた、お腹回りが気になる、毎日
ウォーキングしているけど効果がでない…。そんな
方におすすめの運動教室です。健康的で理想的な体
づくりをしていきましょう。
【とき】9月 8日、29日、10月 20日 
　午後 1時 15分～ 3時（各月曜日・全 3回コース）
【ところ】井頭温泉内の研修室　
【対象】下記のいずれかに該当する市民の方　先着20人
　①去年よりも体重が増加した方、お腹回りが気になる方
　②運動を始めたい方、運動しているが効果がでない方
【講師】井頭温泉フィットネスインストラクター、
　管理栄養士
【内容】筋力アップトレーニング、ストレッチ・ウォー
　キングなどの実践、食事の講話
　※詳細については申し込み後に
　　通知を発送します。
【持ち物】運動シューズ、タオル、
　飲み物、計算機 (携帯電話でも可 )
【申し込み】8月 25日 (月 )～ 9月 4日 (木 )まで
　電話受付（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）

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！

9 月9 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
10（水）12（金） 大内農業構造改善センター
16（火）18（木） 中村農村環境改善センター
19（金） 真岡工業団地総合管理協会
26（金） 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
1（月） 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
10（水） 二宮コミュニティセンター
17（水）24（水） 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
（頸がん検査） 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

≪9月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

1日（月）  9:30 ～ 16:00 真岡市役所

3日
（水）

  9:00 ～ 10:00 真岡警察署
10:40 ～ 11:30 栃木県真岡土木事務所

13:00 ～ 14:30 SABIC イノベーティブ・
プラスチックス・ジャパン

15:10 ～ 16:30 真岡信用組合本店

【申し込み・問い合わせ】
健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

　 9月 9 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】3日（水）20日（土）午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館 1階研修室女性室
【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

【試合日程】
　9/6（土） 18:00 ～ 対愛媛 FC
　9/14（日） 18:00 ～ 対東京ヴェルディ
　9/23（火） 13:00 ～ 対モンテディオ山形
　10/4（土） 13:00 ～ 対京都サンガ FC
　10/11（土）14:00 ～ 対ギラヴァンツ北九州
　10/26（日）13:00 ～ 対アビスパ福岡
　11/9（日） 13:00 ～ 対 FC岐阜
　11/23（日）14:00 ～ 対 Vファーレン長崎


