
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

【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

　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

　両親学級　両親学級ののご案内ご案内
【とき】11月 15日（土）
　午前9時30分～11時30分（開始10分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【対象】市内在住の夫婦（おおむね妊娠20週以降）先着15組
【内容】赤ちゃんのお風呂、妊婦疑似体験など
【申し込み】10月24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

11 月11 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 14日（金） H26年6月18日～7月7日生

9カ月児健診
7日（金） H25年12月24日～H26年1月12日生
20日（木） H26年1月13日～1月31日生

1歳6カ月児健診 21日（金） H25年3月26日～4月10日生28日（金） H25年4月11日～4月30日生
3歳児健診 11日（火） H23年10月12日～10月31日生
2歳児歯科検診 17日（月） H24年 11月生

4歳児
　歯科検診

5日（水）
10日（月）
18日（火）
26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(4歳児歯科検診は
　午後1時15分～2時)※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。

11 月の「子育て相談」
【とき】12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

11 月11 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】12日（水）～14日(金)午後1時30分～3時30分
【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初めてのホームページ作成講座･･･先着 5人
【とき】22日 ( 土 ) 午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】ローマ字入力およびWindows の基本操作
　ができ、自宅でインターネットが使える方
【内容】ホームページを作るための基礎知識
③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】27日（木）、28日(金)午後1時30分～3時30分
【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
＜①②③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】10/24（金）10:00～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

第 2回 第 2回 ウォーキング教室ウォーキング教室
【とき】11月 4日（火）午前 10時～正午
【ところ】スポーツ交流館および周辺　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着20人
【持ち物等】運動のできる服装、運動靴 ( 屋外用・
　屋内用 )、タオル、飲み物
【申し込み】現在受付中
　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。

平成26年度平成26年度人間ドック人間ドック・・脳ドック脳ドックのの料金料金をを助成助成

▼人間ドック　　　　　　　　　　
 医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮セントラルクリニック（一般）
028-657-7302

22,040 円
宇都宮セントラルクリニック（総合） 55,600 円
宇都宮セントラルクリニック（スーパー） 88,000 円
宇都宮東病院 028-683-5771 22,040 円
済生会宇都宮病院（1泊 2日）

028-626-5565
45,880 円

済生会宇都宮病院（日帰り）男性 23,200 円
済生会宇都宮病院（日帰り）女性 26,440 円
自治医科大学健診センター 0285-44-2100 34,140 円
栃木県保健衛生事業団 028-623-8282 22,264 円
獨協医科大学病院（1泊 2日）男性

0282-87-2216
46,960 円

獨協医科大学病院（1泊 2日）女性 50,200 円
金子医院 0285-83-2818 21,500 円
高橋内科クリニック 0285-84-7580 20,500 円
芳賀赤十字病院 0285-82-2195 22,100 円
福田記念病院 0285-84-7765 22,040 円
真岡病院 0285-84-6311 22,600 円
真岡西部クリニック 0285-82-2222 10,800 円
うつのみや病院
（旧宇都宮
社会保険病院）

（日帰り）
028-653-1001

22,620 円
（1泊 2日）男性 37,240 円
（1泊 2日）女性 40,480 円

【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係☎83-8123　FAX 83-6205　二宮支所福祉国保窓口係☎ 74-5004　FAX 74-1250

▼脳ドック
医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮セントラルクリニック 028-657-7302 23,200 円
宇都宮東病院 028-683-5771 20,300 円
済生会宇都宮病院 028-626-5565 34,000 円
獨協医科大学病院 0282-87-2216 23,200 円
芳賀赤十字病院 0285-82-2195 14,000 円
福田記念病院 0285-84-7765 14,500 円
真岡病院 0285-84-6311 17,200 円
真岡脳神経クリニック　コースA

0285-81-0070
18,800 円

真岡脳神経クリニック　コースB・C 10,800 円

▼人間ドック＋脳ドック
医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮東病院 028-683-5771 46,960 円
自治医科大学健診センター 0285-44-2100 45,140 円
獨協医科大学病院（1泊 2日）男性

0282-87-2216
76,120 円

獨協医科大学病院（1泊 2日）女性 79,360 円
芳賀赤十字病院 0285-82-2195 42,600 円
福田記念病院 0285-84-7765 42,640 円
真岡病院 0285-84-6311 40,000 円

【対象】受診日に 35歳以上 75歳未満の国
　民健康保険加入者で、下記医療機関で人
　間ドック・脳ドックを受ける方
※国民健康保険税完納世帯に限ります。
※今年度に特定健診を受ける方は、人間
　ドックの助成は受けられません。（脳ドッ
　クのみは助成可）

【申込方法】医療機関に直接予約し、受診日と検診内容を国
　保年金課または二宮支所へ連絡。後日、送付された受診券
　と国民健康保険被保険者証を持参し、受診してください。
※医療機関の窓口では、検診総額から市助成額を差し引いた
　自己負担額をお支払いください。
【その他】人間ドックを受診される40歳以上の方は、検診結果を市に通知することで特定検診を
　受けたことになりますので、受診券の同意欄に署名・押印をお願いします。同意のない場合は、
　助成対象外となりますのでご注意ください。また、助成を受けられるのは年度1回までとなります。

※検査内容は、各医療機関へ問い合わせください。
※宇都宮セントラルクリニックの人間ドック（総合）は、基本項目と胸部CTに加えて、脳MRI と心臓MRI のど
　ちらかを選択、人間ドック（スーパー）は両方セットになります。

市民市民
講座講座 切 り 絵 講 座切 り 絵 講 座

【とき】11月8日、15日、22日、29日、12月6日
　(各土曜日、全 5回 )午前 9時 30分～正午午前 9時 30分～正午
【ところ】中村農村環境改善センター 【受講料】200円(材料代)【ところ】中村農村環境改善センター 【受講料】200円(材料代)  
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【持ち物等】カッター、マット　【持ち物等】カッター、マット　
　※お持ちでない場合は 500円で用意します。　※お持ちでない場合は 500円で用意します。
【申込期間】10月22日（水）～29日(水)【申込期間】10月22日（水）～29日(水)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】中村農村環境改善センター
　☎ 82-2902 FAX83-6148（日・月曜・祝日休）

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

グラウンドゴルフ教室グラウンドゴルフ教室
【とき】11月8日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】総合運動公園陸上競技場　※雨天中止
【対象】小学1年生から高齢者の方まで　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】11月 6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

真岡市文化祭真岡市文化祭  ホール部門発表会ホール部門発表会
　日頃から芸能・舞台・音楽活動をしている市民の
皆さんによる発表会です。ぜひお越しください。
【とき】◆民舞吟大会（民謡・民舞、日本舞踊、吟詠）
　10月 25日（土）午前11時開演（30分前開場）
　◆ダンスと音楽の祭典（ダンス、合奏、コーラスなど）
　10月 26日（日）午前10時開演（30分前開場）
【ところ】市民会館 大ホール　【入場料】無料

真岡市制施行 60 周年記念協賛事業真岡市制施行 60 周年記念協賛事業
第11回第11回  真岡絵真岡絵手紙教室作品展手紙教室作品展
　市内の絵手紙愛好家による作品展を開催します。
【とき】10月17日（金）～19日（日）午前9時30分～午後5時
　(19日は午後4時まで)【ところ】久保講堂【主催】真岡絵手紙教室
【問い合わせ】真岡絵手紙教室 代表 井上 ☎83-5570

真岡市文化祭真岡市文化祭  展示各部門受付展示各部門受付
　展示各部門へ応募される方は、作品を下記の日時
に会場までお持ちください。事前申し込み不要です。

部　門 受 付 日 時 会　場
盆　栽 10/23(木)9:00～11:00 久保講堂

洋画・日本画
10/31( 金 )
13:00 ～ 15:00

青年女性会館
書　道 久保講堂

写真・工芸 商工会議所
　なお、開催要項・他の部門の詳細については、市
ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

みんなで楽しむみんなで楽しむ
第2回第2回  ショートテニス教室 ショートテニス教室 

【とき】11月 22日（土）午前 10時～正午
【ところ】二宮体育館 　【参加料】無料
【対象】市内小学生以上　先着 30人　
【持ち物等】運動のできる服装、
体育館シューズ、タオル、飲み物

【申し込み】10月 22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。

【問い合わせ】環境課環境計画係☎83-8241 FAX83-5896

ハロウィンパーティーハロウィンパーティー
　事前申し込みなし、参加無料。仮装OK！
【とき】10月 26日（日）午後 1時～ 2時 30分
【ところ】真岡市立図書館 2階会議室
【内容】アンサンブルミニコンサート、ひばりの会のみな
　さんのおはなし会、ジル・シルバン先生の読み聞かせ
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

親子料理教室親子料理教室
【とき】11月3日（月）　午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の幼児・小学生とその親または祖父母
　先着 30人　※託児はありません。
【内容】すいとん、スパニッシュオムレツ、
　ヨーグルトのパフェを作ります。
【参加料】大人 350円、子ども 250円
　（材料代）※ 2歳未満は無料
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん、子ども用室内履き
【申し込み】10月 20日（月）から電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会　

10 月10 月ははピンクリボン月間ピンクリボン月間
私たちにも関係のあるガンがあります私たちにも関係のあるガンがあります

　子宮頸部がん、乳がん検診の受診はお済みですか。
◆施設検診◆施設検診（市内の医療機関で受診可能）
　・子宮頸部がん検診
　　【対象】20歳以上【費用】800円から
　・乳がん検診
　　【対象】30歳以上【費用】400円から
◆集団検診◆集団検診
　・子宮頸部がん、乳がん検診【対象】40歳以上
　ガンは健康なうちからの定期的な検診が早期発見に
つながります。皆さまの申し込みをお待ちしています。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122　FAX83-8619

親子で楽しむオータムコンサート
　お子さんと一緒に楽しめる音楽会
です。ぜひお越しください♪
【とき】10月 19日 ( 日 )
　午前 10時開演　9時 30分開場 ( 正午終了予定 )
【ところ】市民会館 小ホール【対象】どなたでも
【内容】九輪草の会による映像と朗読、フルートと
　琴の演奏、ピアノの伴奏と一緒に歌おう
【入場料】無料【主催】真岡家庭教育オピニオンリーダー会
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課☎82-7151 FAX83-4070

第9回第9回大久保ふれあい交流会大久保ふれあい交流会
【とき】10月 25日（土）午前 10時～午後 1時
【ところ】自然ふれあい園 大久保 
　※雨天時11:00～芋煮会のみ（市公民館真岡西分館）
【内容】芋掘り、芋煮会、
　ふれあいゲーム
【持ち物】おわん、箸、軍手
【参加料】無料
【主催】もおか環境パートナー
　シップ会議

会場


