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平成 27 年度平成 27 年度　　人間ドック人間ドック・・脳ドック脳ドックのの料金料金をを助成助成

▼人間ドック　　　　　　　　　　
 医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮セントラル
クリニック※

（一般）
028-657-7302

22,040 円
（総合） 55,600 円
（スーパー） 88,000 円

宇都宮東病院 028-683-5771 22,040 円

済生会宇都宮病院
（1泊 2日）

028-626-5565
45,880 円

（日帰り）男性 23,200 円
（日帰り）女性 26,440 円

自治医科大学健診センター 0285-44-2100 34,140 円
栃木県保健衛生事業団 028-623-8282 22,264 円

獨協医科大学病院
（1泊 2日）男性

0282-87-2216
46,960 円

（1泊 2日）女性 50,200 円

【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係☎83-8123　FAX 83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係☎74-5004　FAX 74-1250

▼脳ドック
医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮セントラルクリニック 028-657-7302 23,200 円
宇都宮東病院 028-683-5771 20,300 円
済生会宇都宮病院 028-626-5565 34,000 円
獨協医科大学病院 0282-87-2216 23,200 円
芳賀赤十字病院 0285-82-2195 14,000 円
福田記念病院 0285-84-7765 14,500 円
真岡病院 0285-84-6311 17,200 円
真岡脳神経クリ
ニック

コースA
0285-81-0070

18,800 円
コースB・C 10,800 円

【対象】受診日に35歳以上75歳未満の国民健康保険
　加入者で、下記医療機関で人間ドック・脳ドック
　を受ける方（後期高齢者医療保険加入者を除く）
※国民健康保険税完納世帯に限ります。
※今年度に特定健診を受ける方は、人間ドックの
　助成は受けられません。
　（脳ドックのみは助成可）

【申込方法】検診機関に直接予約し、受診日と検診
　内容を国保年金課または二宮支所へ連絡。後日、
　送付された受診券と国民健康保険被保険者証を持
　参し、受診してください。
※検診機関の窓口では、検診総額から市助成額を
　差し引いた自己負担額をお支払いください。
※助成を受けられるのは年度 1回までです。
【その他】人間ドックを受診される 40歳以上の方は、検診結果を市に通知することで特定健診を受けたこ
とになります。対応可能な機関（表内■■）で受診される際は、受診券の同意欄に署名・押印をお願い
します。同意のない場合は、助成対象外となりますのでご注意ください。

検査内容は、各医療機関へお問い合わせください。
※宇都宮セントラルクリニックの人間ドック
　一般：基本項目のみ
　総合：基本項目＋脳MRI または心臓MRI
　スーパー：基本項目＋脳MRI ＋心臓MRI

　　　　　　　　　　
金子医院 0285-83-2818 21,500 円
高橋内科クリニック 0285-84-7580 20,500 円
芳賀赤十字病院 0285-82-2195 22,100 円
福田記念病院 0285-84-7765 21,460 円
真岡病院 0285-84-6311 22,600 円
真岡西部クリニック 0285-82-2222 10,800 円
うつのみや病院
（旧宇都宮社会
保険病院）

（日帰り）
028-653-1001

22,620 円
（1泊 2日）男性 37,240 円
（1泊 2日）女性 40,480 円

山王病院
（茨城県桜川市）

（総合）
0296-75-0600

28,600 円
（一般） 20,880 円
（簡易） 12,520 円

▼人間ドック＋脳ドック
医 療 機 関 名 電話番号 個人負担額

宇都宮東病院 028-683-5771 46,960 円
自治医科大学健診センター 0285-44-2100 45,140 円

獨協医科大学病院
（1泊 2日）男性

0282-87-2216
76,120 円

（1泊 2日）女性 79,360 円

済生会宇都宮病院
1泊 2日

028-626-5565
78,280 円

（日帰り）男性 55,600 円
（日帰り）女性 58,840 円

芳賀赤十字病院 0285-82-2195 42,600 円
福田記念病院 0285-84-7765 41,560 円
真岡病院 0285-84-6311 40,000 円

第第110回0回大久保ふれあい交流会大久保ふれあい交流会
【とき】10月 31日（土）午前 10時～午後 1時
【ところ】自然ふれあい園 “大久保 ”
　※雨天時11:00～芋煮会のみ（市公民館真岡西分館）
【内容】芋掘り、芋煮会、
　ネイチャーゲーム、綿摘み
　体験など　 【参加料】無料
【持ち物】おわん、箸、軍手
【主催】もおか環境パートナー
　シップ会議

会場

【問い合わせ】環境課環境計画係☎83-8241 FAX83-5896

すこやか赤ちゃん教室
【とき】11月 12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 8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】10月 30日（金）午前9時から電話受付
【問い合わせ】健康増進課母子健康係☎83-8121 FAX83-8619

筋力トレーニング教室【中級女性】筋力トレーニング教室【中級女性】
　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】11月 2日、12月 7日（各第1月曜日、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女性
　先着 10人　【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、タオル、
　体育館シューズ、飲み物
【申し込み】現在受付中。
　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。

中村地区公民館まつり開催中村地区公民館まつり開催
【とき】11月1日（日）午前9時30分から
【ところ】中村農村環境改善センタ－　
【内容】芸能発表、模擬店、小・中学生や愛好会の
　作品展示、中村中吹奏楽部の特別演奏、カレー
　ライスの無料配布（600 食）など
【主催】中村地区公民館まつり実行委員会
【問い合わせ】中村農村環境改善センター
　 ☎ 82-2902 FAX83-6148

第38回第 38 回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】10月25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】秋の味覚市！イカ・サンマを大放出、りんご、
みかん、地場野菜、特製イカ入り焼きそば、手作
り豆腐、ガンモ等の販売、1,000 円以上購入で粗
品プレゼント（数量限定）

【問い合わせ】卸売市場協力会　 ☎ 82-8585 

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！

11 月11 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
 2（月）4（水）9（月）
20（金）  30（月） 総合福祉保健センター

16（月）17（火） 大内農業構造改善センター
26（木）27（金） 二宮コミュニティセンター

【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

【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619
　Ｅメール kenkou@city.moka.lg.jp

市民市民
講座講座

～今年の年越し蕎麦は自分で作ろう～～今年の年越し蕎麦は自分で作ろう～
手打ちそば講座手打ちそば講座

【とき】11月 28日、12月 5日（各土曜日、全 2回）
　午前9時～　※上記2回のうち1回のみの参加も可能
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料】1回 800 円（材料代）【受講料】1回 800 円（材料代）
【持ち物等】エプロン、三角巾、タオル、そばを持【持ち物等】エプロン、三角巾、タオル、そばを持
ち帰る容器（パック等）ち帰る容器（パック等）

【申し込み】10月 28日（水）から電話または窓口【申し込み】10月 28日（水）から電話または窓口
　にて受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　にて受付（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 （日・月曜・祝日休）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
チャレンジデー！チャレンジデー！根本山根本山ウォークラリーウォークラリー
　自然観察が楽しくなるようなウォークラリーを実
施します。地図と観察道具を持って雑木林の中を歩
き、クイズや生き物に関するさまざまな課題に挑戦
してみよう。
【とき】11月 8日（日）午前 10時～午後 3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）　※定員に制限はなし。
【参加料】無料
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、運動靴、飲み物、
　筆記用具、デジカメ（携帯・スマートフォンも可）
【申し込み】事前申し込み不要。
【お知らせ】10 月 24 日（土）、31 日（土）の野鳥
　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 FAX 83-4624（月曜・祝日の翌日休み）
　※月曜日が祝日の場合は開館します。

【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢（学年）を明記

みんなで楽しむみんなで楽しむ
第2回第2回  ショートテニス教室 ショートテニス教室 

【とき】11月 21日（土）午前 10時～正午
【ところ】二宮体育館 　
【対象】市内小学生以上　先着30人　【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、
体育館シューズ、タオル、飲み物

【申し込み】10月 28日（水）から受付開始。
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。

科学の広場科学の広場
  ぴかぴかメダルを作ろうぴかぴかメダルを作ろう
【とき】11月 7日（土）午前9時30分～10時 30分
【対象】小・中学生 先着24組程度（小学4年生以下
　は保護者同伴）※強いアルカリ性薬品、火気を使用
　します。幼児が同伴の場合はお問い合わせください。
【参加料】子ども一人 100円
【申し込み】10月28日（水）～30日（金）
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611 

真岡市立図書館真岡市立図書館
ハロウィンパーティーハロウィンパーティー  

　仮装ＯＫです。お待ちしております。
【とき】10月 31日（土）午後 1時～ 2時 30分
【ところ】市立図書館 2階会議室
【内容】ジャグリング、ひばりの会によるおはなし会、
　ジル・シルバン先生の読み聞かせ
【参加料】無料　【申し込み】不要　

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
※10月28日（水）～30日（金）は蔵書点検のため、　
　真岡市立図書館・二宮図書館・西分館図書室は休館と
　なります。この期間中は、返却ポストをご利用ください。
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

コラボーレもおか コラボ共催講座　コラボーレもおか コラボ共催講座　
しなやかに すこやかに 3B体操しなやかに すこやかに 3B体操
　3B（ボール、ベル、ベルダー）を使い、音楽に
合わせて気持ち良く体を動かします。
【とき】11月 4日（水）午前10時～ 11時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター研修室
【対象】市内在住または通勤・通学している方　先着30人
【持ち物等】動きやすい服装、飲み物 　【参加料】無料
【共催】公益社団法人日本 3B体操協会栃木県支部
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558

●ご存知ですか、検察審査会
　交通事故、詐欺などの犯罪の被害にあい、警察や検
察庁に訴えたが、検察官がその事件を裁判にかけてく
れず、どうしても納得できない。このような不満をお
持ちの方は、検察審査会に遠慮なくご相談ください。
相談や申し立てについての費用は一切無料で、秘密も
固く守られます。詳しくは、下記までお気軽にお問い
合わせください。
【問い合わせ】宇都宮検察審査会事務局☎028-333-0014

みんなのひろば


