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みんなのひろば
●地方税の申告は eLTAX（エルタックス）で！
　eLTAXは、地方税における手続きを、インターネッ
トを利用して電子的に行うシステムです。手続きが自
宅やオフィスからできたり、複数の地方自治体へまと
めて一度に送信できたりするなどのメリットがありま
す。eLTAXのサービスは無料です。◆法人市町村民税：
平成 27 年 4 月 1 日から全ての地方公共団体で電子
申告の受付が可能となりました。◆固定資産税（償却
資産）：平成 27年 12 月 21 日から全ての地方公共団
体で電子申告の受付が可能となる予定です。eLTAX
に関する詳しい情報はホームページ（http://www.
eltax.jp/）をご覧ください。eLTAX の利用可能時間
は 8:30 ～ 24:00（土日祝日、年末年始は除く）【問
い合わせ】☎ 0570-081459（ハイシンコク）
●コラボーレもおかにて日光彫り展示
　シルバー大学校同窓会真岡支部 20期生の大塚しげ
子さんの日光彫り展を開催します。【期間】11/24（火）
～ 12/13（日）【ところ】二宮コミュニティセンター
2階 真岡市市民活動推進センターコラボーレもおか
内【問い合わせ】コラボーレもおか☎ 81-5522
●茶道愛好家（表千家）会員募集
　ぜひ体験に来てください。初心者の方大歓迎です。
【とき】毎週木曜日・土曜日 14:00 ～ 17:00【ところ】
市公民館大内分館【会費】月額 5,000 円【問い合わせ】
事務局☎ 090-7258-5815（古澤）

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

ディスクゴルフ教室ディスクゴルフ教室
フリスビーのような用具を使って行う軽スポーツ

です。全国大会出場経験のあるディスクゴルフのスペ
シャリストが、どなたでも楽しめるよう指導します。
【とき】11月 29日（日）　午前 9時～ 11時
【ところ】総合運動公園陸上競技場　
（雨天時：武道体育館 2階）
【対象】5・6歳児～高齢者の方　先着 30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（当日、会員証をお持ちください）

【持ち物等】運動のできる服装、タオル、飲み物
【申し込み】11月 26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

栃木ＳＣコーチから学ぶ栃木ＳＣコーチから学ぶ
親子サッカー教室親子サッカー教室

　栃木サッカークラブ（栃木SC）所属のプロのコー
チからサッカーの基礎を親子一緒に学びます。
【とき】11月 28日（土）　午前 9時 30分～ 11時
【ところ】スポーツ交流館
【対象】市内小学生とその保護者　先着 20組 40人
【参加料】無料　【持ち物等】運動のできる服装、
タオル、飲み物、体育館シューズ

【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）
　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
　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・年齢を明記

ボランティア入門講座ボランティア入門講座
きっかけ一つきっかけ一つでで見つかる 新たな自分！見つかる 新たな自分！
　ボランティア体験者のお話や自分のやりたいこと等
を自由に語り合い、新たなきっかけを作る交流会です。
【とき】11月 28日（土）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 202会議室
【対象】ボラティアに関心がある方、これからボラ
ンティアを始めたい方

【参加料】無料　【申し込み】不要
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558

12 月12 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 3日（木） H27年 7月 13日　  ～ 7月31日生

9カ月児健診 11日（金） H27年 2月 8日　  ～ 2月28日生

1歳 6カ月児健診 18日（金） H26年 5月 1日　  ～ 5月22日生

3歳児健診
1日（火） H24年 11月 1日　 ～ 11月 18日生

15日（火） H24年 11月 19日　 ～ 12月 11日生
2歳児歯科検診 14日（月） H25年 12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。

12 月の「子育て相談」12 月の「子育て相談」
【とき】9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

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！

12 月12 月のの集団健診集団健診
　日程変更・新規申し込みの方は、予約が必要です。
生活習慣病健診は、今年度最後になるため、各日と
も混み合います。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（水）

11（金）  14（月） 総合福祉保健センター

9（水） 市公民館真岡西分館
【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
≪女性がん検診≫

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
2（水）受付：13:30 ～ 14:15
8（火）受付：13:00 ～ 13:45 二宮コミュニティセンター

16（水）受付：13:00～13:45 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
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】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

すこやか赤ちゃん教室
【とき】12月 10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 9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】11月 27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

高校生主催のクリスマスイベント
サンタと遊ぼうサンタと遊ぼう

　高校生ボランティアによるイベントで、サンタと
一緒に歌やゲーム、プレゼント配布や記念撮影を行
い楽しく過ごしましょう。
【とき】12月12日（土）午後1時30分～3時（予定）
　※開場・受付は午後 1時から
【ところ】市民会館 小ホール
【対象】市内在住または勤務の方の小学校低学年
　以下のお子さん（兄弟姉妹も参加可）　先着150人
　（子どもの参加者数）※必ず親子でご来場ください。
【参加料】プレゼント代として子ども 1 人につき
　400円（同伴の大人は無料）
【申込方法】11月 28日（土）までに、
　生涯学習課（市公民館）へ参加料を
　お持ちの上、申し込みください。
【主催】「サンタと遊ぼう」実行委員会
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

市民市民
講座講座

正月のお飾りを作ろう正月のお飾りを作ろう
玄関飾り（和飾り）玄関飾り（和飾り）

【とき】12月 13日（日）午前 9時 30分～正午午前 9時 30分～正午
【ところ】青年女性会館 ホール 【ところ】青年女性会館 ホール 
【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員30人【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員30人
　※定員を超えた場合は抽選となります。　※定員を超えた場合は抽選となります。
【受講料】2,000 円（材料代）【受講料】2,000 円（材料代）
【持ち物】作業用のエプロン【持ち物】作業用のエプロン
【申込期限】12月 1日（火）まで【申込期限】12月 1日（火）まで
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※受講者本人が申し込みください。　※受講者本人が申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

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5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19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】大内分館（大内農業構造改善センター）　【ところ】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【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）で申し込みください。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）

　『しのびよる糖尿病』と題した健康講座を開催し　『しのびよる糖尿病』と題した健康講座を開催し
ます。参加者に　『手軽に計れる減塩テープ』をプます。参加者に　『手軽に計れる減塩テープ』をプ
レゼントします。レゼントします。
【とき】11月26日（木）午後1時30分～2時30分【とき】11月26日（木）午後1時30分～2時30分
【対象】市内在住の方　先着 15人【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】ほっとステーション駅前館（受付 9:00
　～ 17:00）　080-9990-3998
【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

12 月12 月のの情報センター講座情報センター講座
①年賀状作成講座･･･先着 10人
【とき】6日 (日 ) 午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】当センターのWord 講座の履修者、または
　Word の基本操作ができる方
【内容】Word2013 を使った年賀状の表裏面作成
②インターネット・メール基礎講座･･･先着 10人
【とき】10日（木）～11日（金）午後1時30分～3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
＜①②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
※パソコンが新しくなり、OSがWindows8、Offi  ce
　が 2013 になりました。
【申し込み・問い合わせ】11/27（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

料金無料
秘密厳守 12 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   4日（金）9:00～12:00

行政相談 行政への意見 ･要望   8日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※11/27（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  8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

1・8・15・22 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   1日（火）  9:30 ～11:30
人権相談 虐待・DV・差別など   4日（金）13:00～16:00

【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


