
市民市民
講座講座

お正月用お正月用
フラワーアレンジメントフラワーアレンジメント

【とき】12月 26日（金）午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方【対象】市内在住または勤務の方
　先着 15人　先着 15人
【受講料】3,000 円（材料代）【受講料】3,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用ハサミ【持ち物】園芸用ハサミ
【申し込み】12 月 9 日（火）から電話または窓口【申し込み】12 月 9 日（火）から電話または窓口
で受付で受付（（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】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

検診は簡単！ 2日分を採便し提出検診は簡単！ 2日分を採便し提出
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券

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

　次の年齢の方は、クーポンの利用で 1回に限り真
岡市で実施する大腸がん検診の自己負担が無料にな
ります。すでに集団検診で受けている方は対象外で
す。無料で受けられるこの機会にぜひお申し込みく
ださい。
【対象者】クーポン券対象者のみ
　◆昭和 48年 4月 2日～昭和 49年 4月 1日生
　◆昭和 43年 4月 2日～昭和 44年 4月 1日生
　◆昭和 38年 4月 2日～昭和 39年 4月 1日生
　◆昭和 33年 4月 2日～昭和 34年 4月 1日生
　◆昭和 28年 4月 2日～昭和 29年 4月 1日生
【受診方法】下記窓口へ申し込みください。検査容
　器を郵送します。
【検査容器の受付日・ところ】
①健康増進課：午前8時30分～正午、午後1時～4時
12月 17日（水）、24日（水）
1月 7日（水）、14日（水）、21日（水）、28日（水）
2月 4日（水）、18日（水）、25日（水）
②二宮コミュニティセンター：午後1時～1時30分
1月 14日（水） 2月 5日（木）

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
わらび座ミュージカル「ブッダ」わらび座ミュージカル「ブッダ」
【とき】平成 27年 1月 25日（日）
　午後 3時開演　2時 30分開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 3,000 円
　※未就学児入場不可
　※芸術鑑賞会会員 500 円引（会館販売分に限る）
【プレイガイド】市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731
　㈲暮田商会☎ 82-2611　㈲えびはら☎ 74-0075
　金子電機真岡店☎ 82-1200
　ＦＫＤショッピングモール宇都宮インターパーク店
　☎ 028-657-6534
「ブッダ」体験ワークショップ参加者募集中！
　劇団わらび座所属の役者の指導のもと、発声や演
技など演劇の基礎を参加者に体験していただきま
す。また、「ブッダ」より抜粋したシーンを使用し
た歌や踊りにも挑戦します。歌や芝居が好きな方、
舞台に興味のある方はぜひご参加ください。
【とき】12月 20日 ( 土 ) 午後 2時～ 3時 30分
【ところ】市民会館 小ホール
【対象】小学 4年生以上の方　先着 30人
【参加料】1,000円 (「ブッダ」のチケットを購入の
　方は無料。申し込みの際にチケットを確認します)
【申し込み】申込書 (市文化課に用意。市民会館ホー
　ムページからもダウンロード可 )に必要事項を記
　入の上、文化課まで申し込みください。

【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）

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/

　真岡の「観光」は、まちの方と触れ合い、真岡を体
感してもらうことが、真岡の「感交」と考え、市民に
よる同好会やサークルなどの組織が主体となり「モオ
カの休日」を開催しています。ぜひお越しください！
【とき・ところ・内容・料金等】
久保記念観光文化交流館内観光まちづくりセンター
◆竹はり画体験教室（竹真会）
　竹を板状にしたものを材料にした、陰影のある平
面作品を作ります。
　〈とき〉毎月第２・4木曜日の午前中〈料金〉1,500円
◆切り絵（スマ切り絵クラブ）
　子どもから大人まで楽しめる切り絵を行います。
　〈とき〉毎月第 2日曜日　午後 1時から
　〈料金〉500円から
◆民話（美寿々民話「もおか」）　
　町おこし民話語り～あなたに届けたい癒しと温もり～
　〈とき〉12月 13日 ( 土 ) 午前 10時 30分から
　〈料金〉無料（40席）

　　　　　　ようこそ、　　　　　　ようこそ、
　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ

　　 12月　　 12月ののモオカの休日モオカの休日

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 82-2012（FAX兼）

みんなのひろば
●民話の会「花もめん」第 74回「ふるさとの昔ばなし」
【とき】12/19（金）13:30 開演【ところ】真岡市情報セン
ター2階マルチビジョンルーム【入場料】無料【演目】孝子桜、
初夢と桐のタンス、さる長者、きっちょむさん、毒まんじゅう、
餅から出た小判、イモ正月【問い合わせ】☎ 82-9574（水沼）
●放送大学 4月入学生を募集しています
放送大学では、平成 27年度第1学期 (4月入学 ) の学
生を募集しています。放送大学は、テレビ等の放送やイ
ンターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、幅広
い分野を学べます。【出願期限】平成27年3月20日（金）

使いやすい年間スケジュール帳　平成27年版使いやすい年間スケジュール帳　平成27年版

「栃木県民手帳」販売中「栃木県民手帳」販売中
「と「とちぎ」に、「あなた」に、身近な一冊ちぎ」に、「あなた」に、身近な一冊
【販売場所】市役所本庁舎西側 売店【仕様】ビニール表紙
【価格】ポケット判（12.4 ㎝× 7.6cm）400 円
　通常判（14.7 ㎝× 8.9cm）500 円
※県内一部コンビニエンスストア、書店、文具店でも販売

【問い合わせ】企画課統計係☎83-8109　FAX83-5896

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
ランニングに向けたランニングに向けたウォーキング教室ウォーキング教室
全国高校駅伝、そして箱根駅伝を経験したスペ

シャリストがランニングに向けたウォーキングの基
本を教えます。２回連続の教室です。
【とき】平成 27年 1月 11日（日）、17日（土）
（全 2回）午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】総合運動公園陸上競技場
（雨天時：山前分館多目的ホール）
【対象】一般男女　先着20人
【参加料】1人200円(初日に会場でお支払いください)
【申込期限】1月 8日（木）まで
電話（平日午前 8時 30 分～午後 5 時 15 分）・
FAXで申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】
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

市民市民
講座講座 花のある暮らし講座花のある暮らし講座
　プリザーブドフラワーを使った、クリスマスリー
ス作り教室とお正月のしめ飾り作り教室を開きます。お正月のしめ飾り作り教室を開きます。
①クリスマスリース作り教室　①クリスマスリース作り教室　先着 20 人先着 20 人
　【とき】12月6日（土）午後1時30分～3時30分午後1時30分～3時30分
②しめ飾り作り教室　②しめ飾り作り教室　先着 20 人先着 20 人
　【とき】12月20日（土）午後1時30分～3時30分午後1時30分～3時30分
≪共通事項≫≪共通事項≫
　　【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）
　【対象】市内在住または勤務の成人の方　【対象】市内在住または勤務の成人の方
　【受講料】2,000 円（材料代）　【受講料】2,000 円（材料代）
　【持ち物】園芸はさみ、新聞紙　【持ち物】園芸はさみ、新聞紙
　【申し込み】現在受付中。電話で申し込みください。　【申し込み】現在受付中。電話で申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704  FAX 83-6147  （日・月曜・祝日休）

  クリスマスファミリーコンサートクリスマスファミリーコンサート
　お子さんと一緒に楽しいクリスマスを過ごしませ
んか。申し込みは不要です。
【とき】12月6日（土）
　午前10時30分から
【ところ】子育て支援センター
【内容】独唱、重唱、ピアノ連弾など
【出演】小倉伸一氏ほか「響和会」メンバー
【問い合わせ】
　子育て支援センター☎ 84-1545（FAX兼）

12 月に 70 歳を迎える方へ12 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券が利用できますが利用できます

　12月に70歳になる方、および今年度まだ温泉券を
受け取っていない方に、温泉券をお渡ししています。
下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 19年 12月 31日以前に生まれた方）　
【ところ】福祉課高齢者福祉係、二宮支所福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（交付窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。12 月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 4枚（12 月～翌年 3月分）です。
【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係 ☎83-8195 FAX82-2340

女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
施設検診は受けましたか？施設検診は受けましたか？
　終了間近は大変混み合います。お早めに受けて
ください。検診は集団か施設のどちらかで年度内 1
回の受診となります。新たに施設検診ご希望の方は、
下記の申し込み先までご連絡ください。
【実施期間】平成 27年 2月 28日（土）まで
　※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸部がん検査のみ 800円

30歳以上

子宮頸部がん
および体部がん検査

（体部がん検診は医師が必要
と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部が
んのみは
800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上でﾏ
ﾝﾓｸﾞﾗﾌｨを希望
しない方

40歳～49歳 視触診
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（2方向） 600円

50歳以上 視触診
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（1方向） 500円

【対象医療機関】
医療機関医療機関 電話番号電話番号

子
宮
が
ん
検
診

岡田・小松崎クリニック 84-1941
小菅クリニック　要予約 84-3511
柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院　午前 11時までに受付 82-2195
ひがのクリニック 74-0051

乳
が
ん
検
診

医療機関 検査内容 電話番号
福田記念病院 要予約 ①・② 84-1171
鬼怒ヶ丘クリニック 要予約 ①・② 84-1124
亀山クリニック 要予約 ①・② 83-3212
芳賀赤十字病院
地域医療連携課で予約 要予約 ② 82-2195

地域医療連携課
金子医院 要予約 ①・② 83-2818
高野医院 要予約 ① 82-3162
柳田外科肛門科医院 ① 82-5525
ふじた外科内科クリニック 要予約 ①・② 80-2877
芳賀中央クリニック ① 028-677-5581

※検査内容：①※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ

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

まで※資料を無料で差し上げています。【問い合わせ】
放送大学栃木学習センター☎ 028-632-0572
●とちぎ不妊対策シンポジウム“知る”ことから始めません
か？不妊治療と仕事の両立～社会も企業も応援しよう～

【基調講演】「不妊治療の現状について理解しよう」「男
性不妊について理解しよう」【行政説明】「従業員が希望
する妊娠・出産をするために」【パネルディスカッション】
テーマ「治療と仕事の両立のために」※専門家による相
談や妊娠・出産に備えた健康づくりコーナーなどを設置
しています。【とき】1/11（日）13:30 ～16:00【ところ】
パルティとちぎ男女共同参画センター（宇都宮市野沢町
4-1）【入場料】無料※申し込み必要【問い合わせ】栃
木県こども政策課 ☎ 028-623-3064

技能検定合格者技能検定合格者のの表彰表彰をを行行いますいます
　市では、市内在住の方で、技能検定 1級および
単一等級の合格者への表彰を行っています。下記の
基準を満たす場合には、下記窓口までお知らせくだ
さい。
【表彰対象者】平成 25年度後期、平成 26年度前期
　技能検定試験の 1級および単一等級合格者で市
　内在住の方
【提出方法】対象となる方は、合格証書の写しを下
　記窓口へ持参していただくか、郵送、FAX で提
　出してください。　
【提出期限】12月 24日（水）

【提出先・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市産業環境部商工観光課勤労者係 
　☎ 83-8134　FAX 83-0199


