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すこやか赤ちゃん教室
【とき】8月 6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27年 5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】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル 1枚、
　こどもの健康Book
【申し込み】7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

≪7月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

23日
（木）

  9:00 ～ 10:30 仙波糖化工業第三工場
11:10 ～ 12:00 仙波糖化工業第二工場
13:30 ～ 15:00 仙波糖化工業本社
15:40 ～ 16:30 東京電力㈱真岡営業センター

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX 83-8619

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

　集団型バーデプールの教室です。水中ウォーキン
グや音楽に合わせ楽しく体を動かし、無理なくシェ
イプアップ、筋力アップができます。
【とき】9月4日、18日、10月2日、16日、30日
　（各金曜日）午後1時30分～2時 30分
　（受付 : 正午から）　
　※ 5回で 1つのコース（体験説明会後に参加）
〈体験説明会〉
【とき】 8 月 21日（金）午前 9時 30分～正午
　（受付：9時 10分から）　【ところ】 真岡井頭温泉
【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
【ところ】真岡井頭温泉　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　先着 30人

【申し込み】8/17（月）までに、下記へ電話・Eメー
ルで申し込み。

　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。ご希望の方は下記に申し込みください。
【とき】7月23日（木）午後1時30分～2時30分
【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）

【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】高齢者の熱中症予防（介護相談もします）
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎080-9990-3998（受付：午前9時～午後5時）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX83-8619

「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

介護予防いきいき水中運動
プログラムプログラム
【とき】8月 5日（水）から毎週水曜日（全 12回）
　午前 9時～ 10時
【ところ】真岡井頭温泉 バーデプール
【対象】以下の条件を全て満たす方　30人程度
　① 65 歳以上で、介護保険サービス対象外の方 
　②主治医の了解が得られる方 ③他の介護予防教
　室に重複していない方で本プログラムに初めて参
　加する方
【参加方法】①電話で福祉課に申し込む。②福祉課
　から送られた申込用紙に必要事項を記入し、窓口
　に持参する。（簡単な聞き取りあり）③受講決定
　通知を受け、参加する。7 月 24 日（金）まで

き き水中運き き水中運

【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 FAX83-6335

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
プロコーチに学ぶステップアッププロコーチに学ぶステップアップ
◆ ランニング教室 ◆◆ ランニング教室 ◆

トライアスロンアジア選手権Ｕ２３日本代表選手
が所属する、宇都宮村上塾の渡辺亜希子コーチによ
るランニング教室です。ランニング愛好者の皆さん、
是非、ご参加ください。
【とき】8月 11日（火）午後 6時 30分～ 8時
【ところ】総合運動公園陸上競技場周辺（集合場所：
陸上競技場駐車場）　※雨天時は、山前農村環境
改善センターにて講演会を開催します。

【対象】一般男女　先着 20人
【参加料】1人200円(当日会場でお支払いください)
※真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員
　会会員の方は無料

【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物など
【申し込み】８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

市営墓地の公募市営墓地の公募
　墓地の返還に伴い、次のとおり公募します。
◆熊倉墓地
種別 区画数 永代使用料 管理手数料
第 2種 1区画 103,000 円 1,240 円／年

【申込資格】下記の条件を全て満たす方
　①市内に引き続き 6カ月以上住所を有する方
　②世帯全員が市税を完納している方
　③遺骨を所有し、すぐに墓地を必要としている方
【申込期限】7月27日（月）まで　※土・日・祝日を除く
【申込方法】次の必要書類を添えて環境課に提出
　真岡市営墓地使用許可申請書、市税完納証明（収
　税課に申請し、証明を受けてください）
　※書類は環境課に用意してあります。
【その他】申し込み多数の場合は、8月 7日（金）
　午前 10時から抽選会を行います。申し込みされ
た方には、別途通知します。（期間内に申し込み
がない場合は、随時受付とします）

【問い合わせ】環境課環境保全係☎83-8125  FAX 83-5896

～学んで変える、毎日の食事～～学んで変える、毎日の食事～
賢幸賢幸（けんこう）（けんこう）食堂 参加者募集食堂 参加者募集
　生活習慣病のお話や、調理実習で韓国冷麺風そう
めん、韓国風レタスサラダ、なすのナムルを作ります。
【とき】8月26日（水）　午前9時30分～午後1時午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の 40 歳～ 69 歳の方  先着 24人【対象】市内在住の 40 歳～ 69 歳の方  先着 24人
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、味噌汁 50ml【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、味噌汁 50ml
　程度（※塩分測定のため）　【参加料】無料　程度（※塩分測定のため）　【参加料】無料
【申し込み】7月21日(火)午前8時30分から受付。【申し込み】7月21日(火)午前8時30分から受付。
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

空き地空き地のの雑草雑草のの管理管理はは適正適正にに！！
　この時季、空き地の雑草が繁茂し、害虫が発生するお
それがあります。土地を所有している方は、適正な管理
をお願いします。　
【問い合わせ】環境課環境保全係☎83-8125  FAX 83-5896

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122
　E ﾒｰﾙ kenkou@city.moka.lg.jp 

太陽が熱い、地球も熱い、暑い夏の子ども環境教室太陽が熱い、地球も熱い、暑い夏の子ども環境教室
太陽熱温水器（模型）と太陽熱温水器（模型）と
ソーラークッカー体験ソーラークッカー体験

【とき】8月 2日（日）午前 10時～午前 11時 30分【とき】8月 2日（日）午前 10時～午前 11時 30分
【ところ【ところ】市公民館　第 7会議室　【参加料】無料】市公民館　第 7会議室　【参加料】無料
【内容】①工作：太陽熱温水器模型作り ②体験：【内容】①工作：太陽熱温水器模型作り ②体験：ソーソー
ラークッカー、ソーラーハウス、水力発電ほか ラークッカー、ソーラーハウス、水力発電ほか 

　③地球温暖化の話とクイズ　【持ち物】はさみ　③地球温暖化の話とクイズ　【持ち物】はさみ
【対象】市内在住の小学生の親子　先着 20組【対象】市内在住の小学生の親子　先着 20組
【主催】もおか環境パートナーシップ会議環境学習部会【主催】もおか環境パートナーシップ会議環境学習部会
【共催】もおかエコの会【共催】もおかエコの会
【問い合わせ】環境課　☎83-8241　FAX 83-5896

8 月8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 6日（木） H27年 3月 21日　～4月12日生

9カ月児健診
7日（金） H26年 9月 22日　～10月15日生

20日（木） H26年 10月 16日　～ 11月 7日生

1歳 6カ月児健診 21日（金） H26年 1月 1日　～ 1月 17日生

3歳児健診
4日（火） H24年 7月 1日　～ 7月 19日生

25日（火） H24年 7月 20日   ～ 8 月 11日生
2歳児歯科検診 24日（月） H25年 8月生

【受付時間】午後 1時 10分～ 40分
　※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。

8 月の「子育て相談」8 月の「子育て相談」
【とき】5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
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121  FAX83-8619

８月８月のの情報センター講座情報センター講座
①Excel2013 基礎講座･･･先着 10人
【とき】5日（水）～7日（金）午後 7時～ 9 時
【対象】マウス操作、文字入力ができ、ワープロ操作ができる方
【内容】データの入力方法、関数、表・グラフの作成、
　集計、抽出、並べ替えなど
②インターネット・メール基礎講座･･･先着 10人
【とき】22日（土）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】文字入力やWindowsの基本操作ができる方
【内容】Webページの表示方法、お気に入りへの
　登録など
③初めてのパソコン講座･･･先着 10人
【とき】23日（日）午後2時～ 5時
【対象】パソコンを使ったことがない方
【内容】パソコンの起動・終了方法、初歩的なマウス
操作・キーボード操作など

＜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】7/24（金）10:00 ～電話受付
　情報センター ☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

ハチの巣ハチの巣にに注意注意しましょう！しましょう！
　ハチの巣が発生する恐れがあり
ます。敷地内の巣については、所。敷地内の巣については、所
有者に対応をお願いしています。有者に対応をお願いしています。
スズメバチの対策については、早スズメバチの対策については、早
期発見、早期対応が有効ですので、期発見、早期対応が有効ですので、
所有地について日ごろの管理を心所有地について日ごろの管理を心

がけてください。また、事故を防ぐためにも、無理がけてください。また、事故を防ぐためにも、無理
せず専門業者にお願いし、駆除を行ってください。せず専門業者にお願いし、駆除を行ってください。
【無料害虫相談】【無料害虫相談】
　衛生害虫防除等相談室（栃木県ペストコントロー　衛生害虫防除等相談室（栃木県ペストコントロー
　ル協会内）　☎ 028-625-0606　ル協会内）　☎ 028-625-0606
　（受付時間：平日午前 8時～午後 5時）　（受付時間：平日午前 8時～午後 5時）
【問い合わせ】スズメバチ等の駆除業者を紹介します。
　環境課環境保全係　☎83-8125 FAX83-5896

高齢者高齢者のの熱中症熱中症にに注意！注意！
　熱中症の発生は、毎年 7～ 8月がピーク
です。熱中症患者のおよそ半数は 65歳以上の高齢
者です。高齢者は暑さへの感覚が衰え、汗をかきに
くくなり、熱中症発症の恐れが高くなるため、注意
が必要です。
≪熱中症予防のポイント≫
　◆のどの渇きを感じる前にこまめに水分補給しましょう。
　◆エアコンや扇風機を上手に活用し、室内の温度・
　　湿度を調整しましょう。
　◆服装を工夫しましょう。
　　（通気性・吸湿性の良い服、帽子・日傘の活用）
　◆生活リズムを整え、体調管理に注意しましょう。
　室内でも熱中症を発症し、救急搬送されたり、死
亡する事例もあります。暑い夏に向けて、日頃の生
活の中で熱中症予防に努めましょう。
環境省熱中症予防情報サイトhttp://www.wbgt.env.go.jp/
【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

雷や打ち上げ花火で雷や打ち上げ花火で
犬犬がが逃げ出さないために逃げ出さないために
　この時期、雷や打ち上げ花火の大きな音に犬が
びっくりしてしまい、「家から犬が逃げてしまった」
との相談が多く寄せられます。犬を守ってあげられ
るのは飼い主だけです。犬が迷子にならないよう、
以下のことに十分気を付けてください。
■雷が鳴り出したときは、犬などの動物は家の中に
入れるなど、逃げ出さないよう管理しましょう。
■犬の身元証明である鑑札および注射済票は必ず装
着しましょう。連絡先を書いた名札・マイクロチッ
プも飼い主を探す手掛かりになります。
■もしも逃げてしまった場合は、市環境課および県
動物愛護指導センターへすぐに連絡してください。

【問い合わせ】環境課環境保全係 ☎83-8125 FAX 83-5896
　県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458


