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【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（学年）を明記

初心者初心者のためののためのトレッキング教室トレッキング教室
【とき】10月25日～11月15日（毎週土曜日、全4回）
　第 1・2回：午前 8時 30分～午後 2時
　※第 3・4回は教室の中でお知らせします。　
【ところ】第 1・2回：根本山自然観察センター
　第3回：大政山（真岡市）　第4回：雨巻山（益子町）
【対象】市内在住または勤務の方　先着20人
【参加料】1,027 円（テキスト代）
【持ち物等】運動のできる服装、靴、帽子、
　お弁当、筆記用具
【申し込み】9月 24 日（水）窓口受付開始（平日
　午前8時30分～午後5時15分）定員になり次第
　締め切り。参加者本人が直接窓口で申し込みくだ
　さい。※電話・FAX・Eメールでの受付はありません。

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！

10 月10 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
3（金）6（月）17（金）
29（水）31（金） 総合福祉保健センター

22（水）23（木） 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30分～2時15分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
7（火） 市公民館真岡西分館
30（木） 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（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

10 月10 月のの情報センター講座情報センター講座
①インターネット・メール基礎講座･･･先着 10人
【とき】15日（水）、16日 (木 ) 午前10 時～正午
【対象】文字入力やWindows の基本操作ができる方
【内容】Webページの表示方法、お気に入りへの登録など
②初めてのパソコン講座･･･先着 10人
【とき】23日（木）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、
　初歩的なマウス・キーボード操作など
＜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】9/26（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

10 月10 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
3日（金） H26年 5月 1日　～ 5月 25日生

23日（木） H26年 5月 26日　～ 6月 17日生

9カ月児健診 10日（金） H25年 12月 1日　～ 12月 23日生

1歳 6カ月児健診 17日（金） H25年 3月 1日　～ 3月 25日生

3歳児健診
14日（火） H23年 9月 1日　～ 9月 23日生

28日（火） H23年 9月 24日　～ 10月 11日生
2歳児歯科検診 27日（月） H24年 10月生

4歳児歯科検診 22日（水）
29日（水）

H21年 4月 2日
～H22年4月1日生

【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。

10 月の「子育て相談」
【とき】8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

みて、きいて、やってみるみて、きいて、やってみる
生涯学習フェスティバル生涯学習フェスティバル  ～ 初心者向けの１日体験教室 ～～ 初心者向けの１日体験教室 ～

【会場】市公民館 ※書道のみ久保講堂　【対象】市内在住または勤務の成人の方（複数申込可、各講座とも定員を超えた場合は抽選）
【申し込み】各講座の申込期間内に、下記まで電話で申し込みください。（午前８時 30分～午後５時 15分）

講座名 日　時 内　容　等 定　員 参加料 申し込み

多肉植物の寄せ植え 10/18（ 土 ）10:00～ 12:00
多肉トークを楽しみながら寄せ植え
を作りましょう 20人 1,000円 9/19( 金 ) ～10/1(水 )

手巻き飾りずし 10/18（土）
13:30～ 15:30 見て食べて楽しむ手巻き飾りずしに挑戦 15人 800 円 9/19( 金 )

 ～10/1(水 )

飾りパン 10/25（土）
10:00～ 12:00

パンでかわいいマグネットやブロー
チ、置き物を作りましょう(a:マグネッ
ト b:ブローチ c:果物などのモチーフ)

20 人 800 円 10/1(水 )
 ～10/14(火)

シニアタブレット 10/25（土）
13:30～ 15:30

「難しそう」「今さら聞けない」なんて思っ
ていませんか？シニア層対象の ipad講座 12人 無　料 10/1( 水 )

 ～10/14(火)

時短料理 10/26（日）
10:00～ 12:00

料理は毎日のこと、効率よく準備し
ましょう！忙しい人におすすめです 15人 800 円 10/1( 水 )

 ～10/14(火)

篆　刻（てんこく） 10/26（日）13:30～ 15:30
自分の落款 (はんこ )を石の印材に
彫って作ります 20人 500 円 10/1( 水 )

 ～10/14(火)

書　道 11/1（土）
13:30～ 15:30

標準的、ユニークな文字や形の“自
分だけの表札”を作りましょう 20人 無　料 10/10( 金 )

 ～10/20(月)

料　理 11/8（土）
10:00～ 12:00 郷土料理を作ります 15人 800 円 10/10( 金 )

 ～10/20(月)

ソープカービング 11/8（土）
13:30～ 15:30

せっけんに花の形などを彫る、簡単
な初心者向けの講座です 15人 500 円 10/10( 金 )

 ～10/20(月)

えんぴつ画 11/16（日）
10:00～ 12:00

白と黒だけという雰囲気が魅力的！
見る人に安らぎをもたらすえんぴつ
画を楽しんでみませんか

20人 無　料 10/20( 月 )
 ～ 11/4( 火 )

小物つくり 11/16（日）
13:30～ 15:30

布の端切れを利用して、シュシュや
ブローチを作りましょう 15人 700 円 10/20( 月 )

 ～11/4(火 )
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　☎ 82-7151　FAX 83-4070

楽しく上手になろう楽しく上手になろう親子サッカー教室親子サッカー教室
　栃木ＳＣ所属のプロコーチからサッカーの基礎を
親子一緒に学びます。
【とき】10月 25日（土）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】きぬわいわい広場　
　※雨天時はスポーツ交流館
【対象】市内小学生とその保護者 先着20組　
【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、タオル、飲み物、体
　育館シューズ（雨天時のみ）、お持ちの方はボール
【申し込み】9月 24日（水）受付開始
　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

真岡市ファミリー・サポート・センター真岡市ファミリー・サポート・センター
提供会員養成研修提供会員養成研修のの開催開催
　真岡市ファミリー・サポート・センターは、「子育
ての手助けをしてほしい方（依頼会員）」と「子育て
のお手伝いをしたい方（提供会員）」が会員となり、
お互いを助けたり、助けられたりして、育児の相互
援助を行う組織です。
　「子育てのお手伝いをしたい方（提供会員）」は、
原則としてセンターが実施する研修（5日間・合計
10 時間の講義と実習）を受講した後に活動してい
ただきます。下記の日程で研修会を行いますので、
ぜひこの機会にご参加ください。
【とき】10月8日（水）午後1時 30 分～2時 50 分
　　　　　　9日（木）午後1時 30 分～3時 20 分
　　　　　  10日（金）午前9時～正午
 　　14日（火）午後1時30分～3時 20分
　              15日（水）午後1時 30 分～3時 40 分
【ところ】市公民館　※15日のみ青年女性会館　
【申し込み】9月30日（火）まで電話受付
【申し込み・問い合わせ】真岡市ファミリー・サポート・センター
　（児童家庭課内）☎ 83-8131 FAX82-2340
　（開設時間）月～金曜日　午前8時30分～午後5時

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

ディスクゴルフ教室ディスクゴルフ教室
フリスビーに似た用具を使って行うレクリエー

ションスポーツです。小さなお子様から高齢者の方
まで、どなたでも楽しめます。
【とき】9月 27日（土）午後 1時～ 3時
【ところ】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
【参加料】1人200円(当日会場でお支払いください)
【申し込み】9月 25日 ( 木 ) まで
電話（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）
またはＦＡＸ・Eメールで申し込みください。

【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、学年(年齢）、性別を明記

鬼怒水辺ふれあい観察会 
赤トンボ赤トンボををつかまえようつかまえよう
　赤トンボにはいろいろな種類がいます。どんな赤
トンボの仲間がいるのか、自分で捕まえて調べます。
(捕まえたトンボは最後にもとの所に逃がします )
【とき】10月 5日（日）
　午前 9時 30分～ 11時 30分　※雨天中止
【ところ】鬼怒水辺観察センター　【参加料】無料
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、
　飲み物、虫とり網、虫かご
【申し込み】9月21日（日）から電話受付
　(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・祝日の翌日休み）

すこやか赤ちゃん教室
【とき】10月 9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 7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】9月 26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

ただ今チケット発売中！ただ今チケット発売中！
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、ロバート、アジアン、平成ノブシ
コブシ、2700、くまだまさし、上原チョーが出演！
【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
　真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
　※５歳以上有料、４歳以下膝上無料、席が必要な場合は有料
　※購入したチケットの払い戻しは不可
【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(10:00～19:00)
　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）


