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みんなのひろば

●芳賀赤十字病院 休診日変更のお知らせ
　8/1（土）に「医療情報システム（電子カルテ）
更新作業」を行うのに伴い、8 月の休診日を次の
とおり変更します。【休診日】8/1（第 1 土曜日）、
8/22（第 4 土曜日）、8/29（第 5 土曜日） 【診察日】
8/8（第 2 土曜日）、8/15（第 3 土曜日）【問い合
わせ】芳賀赤十字病院 事務部総務課☎ 82-2195

　 8月 8 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】8日（土）午前10 時～11時
【ところ】青年女性会館 1階研修室女性室
【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

真岡自然観察会・真岡の自然を守る会真岡自然観察会・真岡の自然を守る会
鬼怒水辺観察緑地鬼怒水辺観察緑地 川の生き物さがし 川の生き物さがし
　夏の鬼怒水辺観察緑地のトンボの池の中に入って生
き物を探してみませんか。
【とき】8月1日（土）午前9時30分～11時30分ごろ
　※雨天・増水時中止
【ところ】 鬼怒水辺観察センター（真岡市若旅）
【対象】どなたでも参加できます。
　(小学 3年生以下は保護者同伴 )
【持ち物等】濡れてもいい服装と履物、着替え、たも網、
　魚などを入れる容器、飲み物
【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
　（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座

親子DEいろいろ体験講座親子DEいろいろ体験講座
おそろいのカゴを作ろうおそろいのカゴを作ろう

　紙バンド手芸を使い、親子おそろいのカゴを作ります。
【とき】8月 23日（日） 午前 10時～正午　　　　
【ところ】市公民館真岡西分館　大会議室【ところ】市公民館真岡西分館　大会議室
【対象】市内在住の幼稚園または保育園以上の親子【対象】市内在住の幼稚園または保育園以上の親子
　先着　先着20 組20 組
【受講料】1組 500 円（親1人、子ども1人分用）【受講料】1組 500 円（親1人、子ども1人分用）
　※お子さまが 2人の場合は、子ども1人分の材料　※お子さまが 2人の場合は、子ども1人分の材料
　　として100 円集金します。　　として100 円集金します。
【持ち物】はさみ、洗濯ばさみ（20個）、1ℓの牛乳【持ち物】はさみ、洗濯ばさみ（20個）、1ℓの牛乳
　パック1本（洗って乾かしたもの）　パック1本（洗って乾かしたもの）
【申し込み】7月 28日（火）から【申し込み】7月 28日（火）から電話または FAX、電話または FAX、
窓口で受付（午前8時30分～午後5時15分）窓口で受付（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）
FAXは氏名（親と子）、住所、電話番号、年齢（学年）、性別を明記

第 2 回第 2 回  歴史教室開催歴史教室開催
　　今年度のテーマは、「真岡の歴史～人のながれ、ものの今年度のテーマは、「真岡の歴史～人のながれ、ものの
ながれ～」です。参加は自由ですので、ふるって参加ください。ながれ～」です。参加は自由ですので、ふるって参加ください。
【とき】8月1日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール【参加料】無料
【講師】栃木県考古学会会長　橋本 澄朗 氏
【演題】「コメづくりを始めた人たち～山崎 1号墳
　と市ノ塚遺跡の調査から～」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

第 3 回歴史教室のお知らせ
【とき】9月12日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール
【講師】栃木県埋蔵文化財センター　篠原 祐一 氏
【演題】「古代の道―下野国府～中村遺跡～芳賀郡衙―」　（仮題）
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

【とき】8月 9日（日）
　①午前 10時～ ②午後 2時～
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】1時間 20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 500円引き

宇
スペースヒーローズ

宙英雄記」

【とき】8月 1日（土）
　①午後 2時～ ②午後 6時 30分～
【ところ】市民会館　大ホール
【上映時間】1時間 57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
【出演】有村架純、伊藤淳史、吉田羊、田中哲司ほか
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

映画映画「ビリギャル」

8月の8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
第一子育て支援センター
（こっこひろば） 月～日（祝日は除く）午前9時～午後5時

第二子育て支援センター
（ぴよぴよひろば）

月～金（土・日・祝日は除く）
午前 9時～午後 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

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

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

7日･21日（金）
午前9時～正午

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（18日・土・日・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

【第一子育て支援センターの行事予定】
6日（木） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

【問い合わせ】第一子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
【第二子育て支援センターの行事予定】
4日（火） 午前10時45分～ トライフル
5日（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

【問い合わせ】第二子育て支援センター☎ 84-4100
【にのみや保育園子育て支援センターの行事予定】
28日（金）午前11時～ 体育あそび

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200
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】8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】
★認可保育所（園）
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
★認定こども園
いちごの杜保育園 ☎ 84-5151 牧が丘幼稚園 ☎84-2353
せんだん幼稚園 ☎74-0252 にのみや認定こども園  ☎ 74-3021
★小規模保育事業‐Ａ型
ちびっこランドイオンタウン真岡園  ☎ 81-3651

里山の生き物調査里山の生き物調査 
キリギリスを探そうキリギリスを探そう

　根本山でキリギリスはまだ見つかっていません。夏
の草原で独特な鳴き声を頼りに探して、初記録を目指
します。調査を手伝ってくれる方を募集します。
【とき】8月 8日（土） 午前 9時～正午
　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター【参加料】無料
【対象】小学生以上。（小学4年生以下は保護者同伴）
　先着 20人
【持ち物等】帽子、軍手、長ズボン、運動靴、飲み物
　(お持ちの方は双眼鏡 )
【申し込み】7月25日（土）から電話受付電話受付
　(午前 8時 30分～　(午前 8時 30分～午後 5時 ))
【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）

40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！

8 月8 月のの集団健診集団健診
　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、同じ内容の健診は年度内に１回のみです。
≪生活習慣病健診≫　【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
4（火）17（月）18（火）
25（火）26（水）28（金） 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
健診の種類健診の種類 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
≪働く世代の生活習慣病健診≫
（受付時間、健診内容は≪生活習慣病健診≫と同じ）
【対象】40～ 59歳の市民の方限定

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
30（日）、31 日（月） 総合福祉保健センター

≪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
5（水） 二宮コミュニティセンター
24（月） 山前農村環境改善センター
【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・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

「ドラえもん のび太の

真岡市歴史資料保存館真岡市歴史資料保存館
夏休み一般公開のお知らせ夏休み一般公開のお知らせ
【とき】8月6日（木）～9日（日）午前9時～午後4時
【ところ】真岡市歴史資料保存館（真岡市高田2645）
【入場料】無料（事前申込不要）
【内容】昔の農具・民具の展示、体験（ボランティア
　による説明あり）

同時開催イベント同時開催イベント
【とき】8月 8日（土）、9日（日）
【開催時間】午前 10時～午後 3時
■親子体験イベント
　【内容】 ①親子火起こし体験…随時 10組ずつ受付
　　　   ②親子昔遊び体験…随時受付
　　　　　竹馬、竹とんぼ、ベーゴマ、お手玉、
　　　　　ぬり絵、折り紙、麦わらシャボン玉、
　　　　　竹水てっぽう　など 
■昔ばなし読み聞かせ…随時
■ミニ企画展～ちょっと昔の学校展～…随時
　【参加料】無料（事前申込不要）
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎ 83-7731 FAX83-4070

無人ヘリ無人ヘリによるによる水稲病害虫防除水稲病害虫防除
【とき】7月 23日（木）～ 8月 2日（日）
　8月18日（火）～20日（木）各日午前5時～正午
　※天候、出穂の条件により日程の変更あり。
【散布農薬】アミスターアクタラSC（殺虫殺菌剤）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎83-8137 FAX83-6208
JAはが野真岡地区営農センター ☎ 83-3311
JAはが野二宮地区営農センター ☎ 74-4115

料金無料
秘密厳守 8 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   11日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   11日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※7/31（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  11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

4・11・18・25 日 （火）
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 4日（火）9:30～11:30
【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

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】8月 5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】講座内容に関心のある市民の方　
【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

真岡市民会館自主事業　こども映画会真岡市民会館自主事業　こども映画会


