
ちゃれんじもおかちゃれんじもおか
バーデdeエクササイズバーデdeエクササイズ
体験教室参加者募集体験教室参加者募集

　自分の時間でチャレンジできる、自由参加型の
バーデプール教室です。水中ウォーキングや音楽
に合わせ楽しくできるアクアビクスなど、無理な
く安全にシェイプアップ、筋力アップができます。
ぜひ体験説明会にお越しください。
〈体験説明会〉
【とき】5月18日（月）午前9時30分～11時30分
　（受付9時10分から）
【ところ】 チャットパレス　※レッスン場所と異なる
【内容】オリエンテーション（施設見学も可）
　※参加パスポートを進呈　
【持ち物】筆記用具　
　※参加できない場合、5/22（金）までに下記窓口
　　に資料を取りにきてください。
【募集コースおよび内容】
　体験説明会参加後、3カ月間かけてバーデプール
レッスンを5回自由に選んで参加。
　①6～8月コース ② 7～ 9月コース　各50人
【ところ】真岡井頭温泉内バーデプール
【対象】30～ 64歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・
コレステロールなどが気になる方で、運動習慣
のあまりない方

【申し込み】5/13（水）までに①か②のコースを
選び、下記へ電話・Eメールで申し込み。

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

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/

5 月5月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】13日（水）・30日（土）
　午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館1階
【対象】市内在住の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 11cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室 ☎83-8157 FAX84-1545

第34回第 34回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】4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】初鰹、特大銀鮭の特売、各種野菜苗特価、
　スイカ、柑橘類などの特売、1,000 円以上の購入
　の方に粗品プレゼント（数量限定）

【問い合わせ】
   公設芳賀地方卸売市場協力会 ☎82-8585  FAX 84-0225

  筋力トレーニング教室【初級男性】筋力トレーニング教室【初級男性】
　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。ぜひご参加ください。
【とき】5月25日（月）・6月22日（月）　全2回
　午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般男性　先着10人
【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、
　タオル、 飲み物
【申し込み】4月 30日（木）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。
【申し込み・問い合わせ】
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
　Eメール sports@city.moka.lg.jp　

科学教育センター5月の案内
★プラネタリウム一般公開★
【とき】9日、16日、23日、30日 (各土曜日 )
　午前 11時～、午後 1時 30分～（途中入場不可）
【内容】当日の星座解説、春番組「オーロラを見た恐竜たち」
　（約50分）
【観覧料】高校生以上 200円、４歳～中学生 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
【申し込み・問い合わせ】
　科学教育センター ☎ 83-6611 FAX83-6211

根本山しぜん体験教室 
竹のコップでランチパーティーをしよう竹のコップでランチパーティーをしよう
　竹林に入って自分で竹を切り出し、コップや器を作
ります。お昼はそれを使って、楽しくランチパーティー
をしましょう。
【とき】5月 2日（土）午前 10時～午後 1時
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます。
　（小学 4年生以下は保護者同伴）先着 20人　
【参加料】無料
【持ち物等】汚れてもよい服装、帽子、軍手、お弁当、
飲み物、おしぼり、レジャーシート、ビニール袋

【申し込み】4月25日 (土 )から電話受付
【お知らせ】4月 26 日（日）の午前中は野鳥クラ
　フトをお休みします。

【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）

女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
施設検診が始まります施設検診が始まります

　過去3年間で子宮がん・乳がんの施設検診を受診し
た方を対象に受診券を発送します。忘れずに期間内に
受診してください。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。なお、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。
【実施期間】平成27年 5月 1日（金）～平成28年
　2月 29日（月）　※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　
月曜日～金曜日の午前 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 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
社会課で予約 要予約 ② 82-2195

社会課
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

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　わかりやすい講話や演奏で、クラシック音楽に親
しんでみませんか。
【とき】5月 29日（金）午後 7時～ 9時
【ところ】青年女性会館 2階ホール
【対象】どなたでも参加できます。
　定員 100人　※先着順で整理券配布
【内容】「伴奏から見る音楽鑑賞と
　伴奏楽器（チューバ）による独奏」
【講師】宇都宮大学教育学部准教授　髙島 章悟  氏
【参加料】無料
【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731　FAX83-4070

新しい自分に会いに行こう
栃木県次世代人材づくり事業栃木県次世代人材づくり事業
　地域で活躍するリーダーを目指しませんか。青年
リーダー、女性リーダーの研修参加者を募集しま
す。
【とき】7月 12日（日）～平成 28年 2月 7日（日）
　延べ 11日間 ( うち県外、県内研修を含む )
【参加資格】（平成 27年 4月 1日現在）
　青年リーダー：満 18歳以上 40 歳未満の男女　
　　※全日制高校生除く、県外学生含む
　女性リーダー：満 30歳以上 66歳未満
【募集人数】青年リーダー、女性リーダー　各 2人
【内容】＜基礎研修＞地域で活躍するリーダーとして
必要な能力を身につけます。＜応用研修＞青年リー
ダー育成部門と女性リーダー育成部門に分かれて、
それぞれに合わせたプログラムを行います。座学
やグループワークに加え、県外研修を行います。

【参加料】県と市で負担しますが、研修時の食事代
　等で多少の実費負担が生じます。
【応募方法】申し込み先に用意してある申込書と、小
論文（800字以内）を下記まで提出してください。

【募集期限】 5 月 22日（金）まで

【申し込み・問い合わせ】（日曜・祝日休み）
　生涯学習課女性青少年係 ☎82-7151 FAX83-4070

春の野鳥観察春の野鳥観察～さえずり散歩～～さえずり散歩～
　真岡の自然を守る会主催の自然観察会にお出掛け
しませんか。
【とき】5月 12日（火）
　午前 8時 30分～午後 5時 30分
【ところ】栃木県県民の森（矢板市）
【集合場所】真岡市青年女性会館東側砂利駐車場
【対象】真岡市内在住または勤務する成人の方
　先着 40人（定員になり次第締め切り）
【参加料】1,000 円（保険料など）
【持ち物等】歩きやすい服装、運動靴、昼食、飲み物、
　帽子、雨具、双眼鏡（持っている方のみ）
【申し込み】4月28日（火）～5月8日（金）　電話（平
　日午前 8時 30分～午後 5時 15分）で申し込み。
【申し込み・問い合わせ】
　真岡の自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
 ☎ 84-6781 FAX84-6936（月・日曜・祝日休）

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】5月 13日（水）
　午前 9時 30分～ 11時　
【ところ】二宮コミュニティセンター
　202会議室
【対象】認知症に関心のある市民の方
【受講料】無料
【申し込み・問い合わせ】福祉課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-6335

こどもバドミントン教室こどもバドミントン教室
　ラケットの握り方からゲームの仕方まで、バドミン
トンの基礎を楽しく学びます。
【とき】5月23日～6月 20日（毎週土曜日、全5回）
　午前 10時～正午
【ところ】総合体育館 
【参加料】無料　
【対象】市内小学4～6年生 　先着40人　
【持ち物等】ラケット、運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】4月 30日（木）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。

春春ののこども体操教室こども体操教室
　前まわりや後ろまわりなど体操の基礎を学びまｍ
す。トランポリンを使った楽しい運動もあります。
【とき】5月 23日～ 6月 27日（毎週土曜日・全6回） 
　午後 2時～ 4時
【ところ】総合体育館　
【参加料】無料
【対象】市内小学生  先着 40人
【持ち物等】運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】4月 30日（木）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。
【申し込み・問い合わせ】
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
　Eメール sports@city.moka.lg.jp　

【問い合わせ】秘書課広報広聴係☎83-8100 FAX83-5896

真岡市の          ラジオ番組

　地域の話題、おすすめのお店、観光、イベント情
報など、真岡の旬な情報をFM栃木（レディオベリー）
で発信しています。ぜひお聞きください。
【放送局】FM栃木（レディオベリー） 76.4MHz
【放送日時】毎週木曜日　午後3時30分～3時40分

【申し込み・問い合わせ】
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
　Eメール sports@city.moka.lg.jp　


