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みんなのひろば
●栃木県まちなか元気講演会を開催
【とき】H27 1/21( 水 )14:00 から【ところ】栃木県
庁 東館4階 講堂【講師】阿藤 快 氏【演題】まちで出会っ
たあたたかい人たち【対象】栃木県内在住の方　先着
200 人程度【申し込み・問い合わせ】栃木県都市計
画課まちづくり支援担当☎028-623-2464 FAX028-
623-2595 E メール machidukuri@pref.tochigi.lg.jp

【とき】11月 22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】1時間 59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
　※全席自由。チケットは当日でも購入できます。
【出演】佐々木蔵之介、深田恭子、伊原剛志ほか
【内　容】江戸時代 8代将軍徳川吉宗の時代。磐城の
国湯長藩に存在する金山奪略を狙い、幕府は「5日以
内に参勤交代しなければ藩を取り潰す」と難題を吹っ
掛ける。湯長藩主・内藤政醇は家臣の精鋭 6名を引
きつれ、忍びの雲隠段蔵 ( 伊原 ) を案内として奇想
天外な作戦で乗り切ろうとする。究極の痛快歴史エ
ンターテインメントです。

※当日は、久保講堂南側駐車場を利用することができ
　ません。社会福祉協議会駐車場等をご利用ください。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

映画映画「超高速！参勤交代」

市民市民
講座講座

正月のお飾りを作ろう正月のお飾りを作ろう
玄関飾り（和飾り）玄関飾り（和飾り）

【とき】12月 14日 ( 日 ) 午前 10時から午前 10時から
【ところ】市公民館 第 7会議室  【ところ】市公民館 第 7会議室  
【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員20人【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員20人
　※定員を超えた場合は抽選となります。　※定員を超えた場合は抽選となります。
【受講料】2,000 円（材料代）【受講料】2,000 円（材料代）
【持ち物】作業用のエプロン【持ち物】作業用のエプロン
【申込期限】12月 1日 ( 月 ) まで【申込期限】12月 1日 ( 月 ) まで
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※受講者本人が申し込みください。　※受講者本人が申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

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！

12 月12 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（月）3（水）7（日） 総合福祉保健センター
10（水） 市公民館真岡西分館
※12、15日は定員となりましたので申し込みを締め切りました。
【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～ 1時 45分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
9（火） 二宮コミュニティセンター
※1、17日は定員となりましたので申し込みを締め切りました。
【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

12 月12 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 4日（木） H26年 7月 8日　～ 7月 31日生

9カ月児健診 12日（金） H26年 2月 1日　～ 2月 28日生

1歳 6カ月児健診 19日（金） H25年 5月 1日　～ 5月 23日生

3歳児健診
9日（火） H23年 11月 1日　～ 11月 20日生

16日（火） H23年 11月 21日　～ 12月 13日生
2歳児歯科検診 15日（月） H24年 12月生

4歳児歯科検診 1日（月） 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。

12 月の「子育て相談」
【とき】10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

シニアシニアのためののための料理教室料理教室
　鮭の混ぜご飯、きのこの味噌汁、豚肉の和風マリ
ネ、柿のヨーグルトかけを作ります。
【とき】12月5日（金）午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館二宮分館 調理室
【対象】 市内在住の 50歳以上の方　先着 24人
【参加料】600円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん　
【申し込み】11月25日（火）午前8時30分から電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122　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

かけっこ教かけっこ教室室
かけっこの基礎や速くなるコツをしっかり学びます。

【とき】12月 14日（日）午前 9時～ 11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】小学生　先着 20人
【参加料】1人200円(当日会場でお支払いください)
【申込期限】12月 11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、性別を明記

市制施行 60周年記念事業市制施行 60周年記念事業
真岡市女真岡市女性性学級合同研修会公開事業講演会学級合同研修会公開事業講演会

世界世界遺産・日光東照宮遺産・日光東照宮のの謎謎とと真実真実
【とき】12月 2日（火）午後 2時から
【ところ】市民会館 小ホール　【参加料】無料
【講師】日光東照宮特別顧問　高藤 晴俊 氏
【対象】真岡市女性学級生と一般の方
【問い合わせ】市公民館山前分館 
　☎ 82-2802　FAX83-6146（日・月曜・祝日休み） 

12 月の12 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）

3日･17日（水）午前9時～正午
室長ふれあいタイム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（1・4・16・24日、29～
31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
2日（火）午前 10時 45分～ 室長のおしゃべりタイム
6日（土）午前 10時 30分～ クリスマスファミリーコンサート
9日（火）午前 10時 45分～ リズムで遊ぼう
15日（月）午前10時 45分～ オピママと遊ぼう

【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・12・19日（金） 午前11時 30分～ 体育あそび
22日（月）午前 10時～ クリスマス会
25日（木）午前 10時 45分～ 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)
10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】12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　

20142014サンタサンタのの贈贈りり物物募集募集
　ご家庭で用意していただいたプレゼントをサンタ
クロースが皆さんの自宅へお届けします♪
　☆今年は 12月 24 日（水）にお届けします！
【対象】市内在住の小学１年生以下のお子さんが
　いる家庭 　先着 100件
【申込期限】11月 28日（金）まで電話受付28日（金）まで電話受付
　午前8時 30分～午後 5時（日曜・祝日除く）・祝日除く）
【申込方法】専用の申込用紙 (市公民館および各分
　館に用意、市ホームページからもダウンロード可)
　　　　　に必要事項を記入し、下記へ直接お持ち
　　　　　ください。※プレゼントの受付は 12月
　　　　　に入ってからです。申し込みの際にお持
　　　　　ちにならないよう、ご注意ください。
■「サンタの贈り物」配達ボランティア募集！
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きません
か。詳細は下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】
　「サンタの贈り物」実行委員会事務局
　生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

　ほっとステーション駅前館では、毎月健康講座を
開催しています。11 月のテーマは「糖尿病の話」
です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【とき】11月 27日 ( 木 ) 午後 2時～ 3時
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅
　前館」(真岡駅東口 )
【内容】糖尿病予防は元気で長生きの秘訣【定員】15人
【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122

「まちなか保健室 ほっとステーション「まちなか保健室 ほっとステーション
駅前館」駅前館」でで健康講座健康講座をを開催開催しますします

料金無料
秘密厳守 12 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   4日（木）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 9日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※11/28（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  9日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

2・9・16日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  2日（火）13:30～15:30
人権相談 虐待・DV・差別など  4日（木）13:00～16:00
【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

ぬくもり ふれあい むすびあいぬくもり ふれあい むすびあい
第21回第21回  山前地区公民館まつり山前地区公民館まつり

【とき】11月30日（日）午前9時から　※雨天決行
【ところ】市公民館山前分館(山前農村環境改善センター）
【内容】芸能発表会、作品展示(午前9時から)、地域
物産店(午前10時から)、カレーライス無料配布(午
前11時から)、地域対抗綱引き大会(午後1時から)


