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第 3 回 第 3回 ウォーキング教室ウォーキング教室
【とき】12月 2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】10月 29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。

市民講座市民講座 ステンドグラス講座ステンドグラス講座
【とき】11月14日、21日、28日、12月5日、12日
　(各金曜日、全5回)午後1時30分～3時30分まで午後1時30分～3時30分まで
【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 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【内容】ステンドグラスの小物入れを作ります。　【内容】ステンドグラスの小物入れを作ります。　
　(講座で作る予定の作品を真岡西分館ロビーに展　(講座で作る予定の作品を真岡西分館ロビーに展
　示していますのでご覧ください )　示していますのでご覧ください )
【受講料】4,500円程度【持ち物】軍手、古タオル、筆記用具【受講料】4,500円程度【持ち物】軍手、古タオル、筆記用具
【申し込み】10月 25日（土）から【申し込み】10月 25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）

市民講座市民講座 アクセサリーいろいろ講座アクセサリーいろいろ講座
【とき】11月15日、22日、29日、12月6日、13日
　各土曜日　午前9時30分～正午　※1回のみの参加も可午前9時30分～正午　※1回のみの参加も可
【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 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【内容】コサージュやペンダントなどを作ります。【内容】コサージュやペンダントなどを作ります。
　(講座で作る予定の作品を真岡西分館ロビーに展　(講座で作る予定の作品を真岡西分館ロビーに展
　示していますのでご覧ください )　示していますのでご覧ください )
【受講料】1作品 1,500 円～ 1,700 円程度 (材料代 )【受講料】1作品 1,500 円～ 1,700 円程度 (材料代 )
　※作品によって異なります。　※作品によって異なります。
【持ち物】裁縫道具、かぎ針【持ち物】裁縫道具、かぎ針
【申し込み】10月 25日（土）から【申し込み】10月 25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）

【問い合わせ】社会福祉協議会☎ 82-8844 FAX 82-5516

親子で車いすバスケ親子で車いすバスケ
　車いすを使っている方と一緒に、バスケットボール
をしてみませんか。きっと新たな発見があります。
【とき】11月 9日（日）午前 10時～午後 4時
【ところ】真岡小学校体育館
【対象】小学 5・6年生と保護者　先着 20名
【参加料】無料(昼食付き)【持ち物】体育館シューズ、　
　筆記用具　【申し込み】10月31日(金)まで電話受付

ふれあい体験講座ふれあい体験講座

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！

11 月11 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
4（火）5（水）10（月）
14（金）17（月）18（火） 総合福祉保健センター

27（木）28（金） 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
≪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
19（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

【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

第5回 第5回 筋力トレーニング教室 筋力トレーニング教室 
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。※ 1回のみの教室です。
【とき】12月 1日（月）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館トレーニング室　【参加料】無料
【対象】市内在住の一般男性　先着 10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 29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。

10/26（日）健康フェスティバル開催10/26（日）健康フェスティバル開催
　健康フェスティバルは、楽しみながら健康につい
て考えるコーナー満載です。ぜひご家族やご友人同
士でご来場ください。
【とき】10月 26日（日）午 10時～正午
【ところ】総合福祉保健センター
【駐車場】保健センター北・南駐車場、久保講堂南側駐車場
　申し込み不要で当日楽しめるコーナー（無料）　申し込み不要で当日楽しめるコーナー（無料）
　・骨密度測定　・ロコモ予防体操（健康体操）　
　・肺年齢測定、体脂肪測定、血管年齢測定コーナー
　・減塩でもおいしい塩分１gの味噌汁試食コーナー
　・我が子を守る救急法講座　
　・意外と知らない！健康情報コーナー　
　・コットベリーと写真撮影コーナー　
　・バルーンアートコーナー
　・クイズラリー
    （参加者先着 200名に米粉パンをプレゼント）
【問い合わせ】　健康増進課☎ 83-8121・8122

科学教育センター科学教育センター
科学の広場「魚の体のしくみ」科学の広場「魚の体のしくみ」
　魚の解剖を通して、体のつくりを観察します。
【とき】11月 1日（土）※電話申込が必要です
　午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小・中学生　先着24組（小学4年生以下は
　保護者同伴）　【参加料】子ども 1人 100 円
【持ち物等】汚れてもよい服装、タオル
【申込期間】10月 27日（月）～ 29日（水）
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611

すこやか赤ちゃん教室
【とき】11月 13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 8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】10月31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

第29回第 29 回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】10月26日（日）午前8時～11時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【内容】1,000 円以上お買い上げの方に粗品進呈（数
　量限定）、豆腐・ガンモなどの手作り品販売、焼
　きそばなどの軽食販売など
■市場感謝デー　フリーマーケット出店者募集
　・開催日：11月 9日（日）　・1区画 ： 500 円
　・募集締切：10月 31日（金）まで
　詳しくは下記へ問い合わせください。
【問い合わせ】
   公設芳賀地方卸売市場協力会 ☎82-8585  FAX 84-0225

11 月の11 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）

4日･18日（火）午前9時～正午
お楽しみビックリ箱午前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） 5日･19日（水）午前9時～正午

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

6日・20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）

7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（13・18・20・28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】
10日（月）午前 10時 45分～ 子育て健康相談・身体測定
11日（火）午前 10時 45分～ リズムで遊ぼう
13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】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】
7・14・21（金）、26日（水） 午前11時～正午 体育あそび
12日（水）午前 11時 30分～ 栄養士の先生とほっとなひととき
27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】
11日（火）午前10時45分～ トライフル(一緒に歌いましょう)
12日（水）午前10時45分～ 室長のふれあいタイム

【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】11月 5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　

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～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】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

10月は10月は「正「正しいしい犬犬のの飼飼いい方強化月間」方強化月間」ですです
マナーもルールも守るのは犬ではなく飼い主です。
・愛情と責任をもって最後まで飼いましょう。
・犬の登録、狂犬病の予防接種は必ず受けましょう。
・避妊、去勢手術をしましょう。
・犬の放し飼いはやめましょう。
　（散歩も必ずリードを付けましょう）
・フンの後始末は必ずしましょう。
・鳴き声で迷惑をかけないようにしましょう。
・飼い主であることを明らかにしましょう。
【問い合わせ】環境課環境保全係　☎83-8125　FAX 83-5896

。

男女共同参画社会づくり公開講座男女共同参画社会づくり公開講座
ハッピーコミュニケーションセミナーハッピーコミュニケーションセミナー
　コミュニケーション術を学んで、あらゆるシーン
で輝いてみませんか。
【とき】11月 17日（月）、12月 16日（火）
　午後６時 30分～８時　
　※どちらか一日のみの受講、または両日受講も可能です。
【ところ】市公民館　第７会議室　【参加料】無料
【講師】㈲エファ　代表取締役　菊地 理恵 氏
【対象】 市内在住または勤務の方　各日先着 30人
【申し込み】11月5日（水）～12月8日（月）電話
　受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151　FAX83-4070（日曜・祝日休み）

中村地区公民館まつり開催中村地区公民館まつり開催
【とき】11月2日（日）午前9時30分から
【ところ】中村農村環境改善センタ－　
【内容】芸能発表、模擬店、小・中学生や愛好会の
　作品展示、中村東小吹奏楽部の特別演奏、カレー
　ライスの無料配布など
【主催】中村地区公民館まつり実行委員会
【問い合わせ】中村農村環境改善センター ☎ 82-2902 

真岡市母子寡婦福祉会会員募集真岡市母子寡婦福祉会会員募集
　母子家庭や寡婦家庭の総合的福祉増進と向上発展
を図ることを目的に活動しています。
【今後の事業予定】11/16（日）ミニ運動会、12/21（日）
　クリスマスケーキ作り　【年会費】1,000 円
【問い合わせ】真岡市社会福祉協議会 ☎ 82-8844
　会長 090-2414-1183（山田会長） 

みんなで
行こう


