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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

ランニングに向けたランニングに向けた
ウォーキング教室ウォーキング教室
【とき】平成 28年 1月 17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：山前    
分館多目的ホール）　

【対象】一般の方　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（当日、会員証をお持ちくだ
　さい）

【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物
【申し込み】1月 14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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
カブトムシのすみかづくりカブトムシのすみかづくり
　カブトムシの幼虫を観察して、カブトムシのため
の堆肥場を作ります。
【とき】平成 28年 1月 11日（月・祝）
　午前 9時 30分～正午
【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30人 　【参加料】無料

【持ち物等】野外を動きやすい服装、長靴、軍手
【申し込み】12月19日（土）午前8時30分から【申し込み】12月19日（土）午前8時30分から電話受付話受付
【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）

【申し込み ･問い合わせ】真岡鐵道旅行センター
　☎ 84-7913  ※ 2月 26 日（金）締め切り
　※申込金 ひとり 10,000 円
　（残金については 8日前までにお願いします）

☆旅行代金 34,800 円（4・5名様１室利用）
☆募集人数 120 人（最少催行人員 90人）
【お願い・注意事項】3名 1室 :1 人 3,000 円追加、
2名 1室 :1人 5,000円追加。旅行代金は、日程表
中の交通機関と観光、宿泊代・食事が含まれます（標
記以外は別途料金）。申し込み後、お客様の都合で
キャンセルした等の場合、取消料（違約料）が発
生します。その他詳細は、お問い合わせください。

真岡市民号 ☆お座敷列車で行く☆
富士の国富士の国とと河口湖温泉河口湖温泉のの旅旅

3 月 13日（日）

真岡（6:56）ーー真岡線ーー（7：21）下館（7:30 頃）ーー
（7：51）小山（8:10 頃）ーお座敷列車ーー（13:00 頃）大月
＝＝＝富岳風穴＝＝＝忍野八海＝＝＝（16:30 頃）「河
口湖温泉」（泊）

3月 14日（月）
ホテル（8:30）＝＝モンデ酒造（ワイン工場見学）
＝＝恵林寺…信玄館（昼食）＝＝＝大月（14:00 頃）ーー
お座敷列車ーーー（18:30 頃）石橋（19:00）＝＝バス
＝＝（19:40）真岡

1 月1月のの情報センター講座情報センター講座
①Word2013 基礎講座･･･先着 10人
【とき】23日（土）午前10 時～午後 5時 30 分
【対象】マウスの操作や文字入力ができる方
【内容】文字入力、文章作成、表作成、文字の装飾、
立体文字や図の描画など

②初めてのホームページ作成講座･･･先着 5人
【とき】25日（月）午後1時 30 分～午後 5時 30 分
【対象】ローマ字入力およびWindowsの基本操作が
でき、自宅でインターネットが使える方

【内容】ホームページを作るための基礎知識など
③インターネット安全教室･･･先着 10人
【とき】29日（金）午後1時 30 分～午後3時 30 分
【対象】これからインターネットを始めたい方
【内容】インターネットを使用する際に気をつけたい
ことなど
＜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】12/25（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

1 月1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 7日（木） H27年 8月 1日　  ～ 8月31日生

9カ月児健診
8日（金） H27年 3月 1日　  ～ 3月31日生

29日（金） H27年 4月 1日　  ～ 4月21日生

1歳 6カ月児健診
15日（金） H26年 5月 23日　  ～ 6月14日生

22日（金） H26年 6月 15日　  ～ 6月30日生

3歳児健診 12日（火） H24年 12月 12日　 ～ 12月 31日生
2歳児歯科検診 25日（月） H26年 1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。

1 月の「子育て相談」1 月の「子育て相談」
【とき】13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

1月1月のの女性がん検診女性がん検診（集団検診）（集団検診）
　今年度、がん検診を受けていない方はぜひ受けま
しょう。日程変更・新規申し込みの方はご相談くだ
さい。集団・施設を併せ、同じ内容の検診は年度内
に１回のみです。※申し込みが必要です。
【受付】午後 1時～ 1時 45分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
   6 日（水） 総合福祉保健センター
13日（水） 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

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

　『認知症の予防』と題した健康講座を開催します。　『認知症の予防』と題した健康講座を開催します。
介護相談もできます。介護相談もできます。
【とき】12月 24日（木）午後1時30分～2時 30分【とき】12月 24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【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館

　☎74-0107  FAX 74-0187（日・月曜・祝日休）
　※年末年始（12/29 ～1/3）は休館

参加者募集！
第24 回  第24 回  にのみやにのみや『たこあげ大会』『たこあげ大会』
～自分で作ったたこを～自分で作ったたこを

大空高く飛ばしてみませんか！～大空高く飛ばしてみませんか！～
【とき】平成 28年 1月 17日（日）午前 10時～
　※雨天時 1月 24日（日）に延期
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園（砂ヶ原橋南左岸側）
【内容】①手作りのたこあげ（子ども部門、一般部門）
　②アイデアデザイン審査・あがり具合審査（各賞あり）
　③赤城凧の会による大だこあげ
【対象】子ども部門（幼児～中学生）、一般部門（高校生以上）
【参加資格】手作りだこであればどなたでも参加で
きます。　【参加料】無料

【申し込み】平成 28年 1月 9日（土）までに下記
　へ電話で申し込みください。
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真岡市ファミリー・サポート・センター真岡市ファミリー・サポート・センター
おてがる・かんたん・お料理教室おてがる・かんたん・お料理教室
　会員同士の親睦を深めるため、料理教室を開催し
ます。お子さま同伴も可能です。
　会員以外の方の参加も受け付けていますので、ぜ
ひ参加して、ファミリー・サポート・センターの活
動に触れてみてください。
【とき】平成 28 年1月 16日 ( 土 )
　午前 9時 30分～正午（30 分前から受付）
【ところ】市公民館 調理室
【対象】真岡市ファミリー・サポート・センター会
員の方、センターの活動に興味・関心のある方、
市内在住または勤務し生後 6カ月児～小学校 6
年生までのお子さまを養育している方　先着28人

【内容】手軽にできる料理（サツマイモ・レーズン・コー
ンの蒸しパン、柿の風邪予防スムージー)を協力
しながら作ります。

【参加料】大人 400円、子ども（3歳以上）100円
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、ふたをす
ることのできる容器、筆記用具

【申し込み】12月 28日（月）まで電話受付
【その他】3歳から料理に参加できます。3歳未満
　のお子さまは託児可能です。※当日お子さまを
　預かってくれる提供会員の方も募集します。
【申し込み・問い合わせ】真岡市ファミリー・サポート・センター
　（児童家庭課内）☎ 83-8131 FAX82-2340
　（開設時間）月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分

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

　下記の日程で追加健診を実施します。まだ健診がお
済みでない方は、ぜひこの機会に受診してください。
■総合福祉保健センター
　平成 28年 1月 26日（火）・27日（水）
■二宮コミュニティセンター　平成28年1月28日（木）
【共通事項】
受付時間：午前8時～午前10時まで

　健診内容：①特定健診 ②胃がん検診 ③肺がん検診 
④大腸がん検診 ⑤前立腺がん検診

　対象：いずれも市内在住の方が対象
　　① 40歳以上の国民健康保険加入者の方、②～
　　④ 40歳以上の方、 ⑤ 50歳以上の男性
定員：各日先着200人
料金：特定健診（国民健康保険加入者は無料）・
　　　胃がん健診400円、その他がん健診100円
申込期限：平成28年 1月14日まで
予約方法：電話、FAXまたはメールで申し込み

生活習慣病健診生活習慣病健診
追加健診追加健診をを実施 受診者募集実施 受診者募集

　　予防接種の接種時期や乳幼児健康診査の日程を予防接種の接種時期や乳幼児健康診査の日程を
メールでお知らせします。感染症の流行状況や子育メールでお知らせします。感染症の流行状況や子育
て情報等も随時提供します。ぜひご利用ください。て情報等も随時提供します。ぜひご利用ください。
【手順はこちら】①右下のＱＲコードを読み取りア【手順はこちら】①右下のＱＲコードを読み取りア
クセス ②トップページから、お子様の生年月日、クセス ②トップページから、お子様の生年月日、
名前（ニックネーム）、これまでの接種履歴を入名前（ニックネーム）、これまでの接種履歴を入
力し登録。 ③自動的にスケジュールが作成され、力し登録。 ③自動的にスケジュールが作成され、
今後の予防接種の予定が確認できます。登録後、今後の予防接種の予定が確認できます。登録後、

子育て支援モバイルサービス子育て支援モバイルサービス
「予防接種ナビ」「予防接種ナビ」ををご利用ご利用くださいください

「お気に入り」に追加しておくと便利「お気に入り」に追加しておくと便利
です。④接種時期が近づくと、お知です。④接種時期が近づくと、お知
らせメールが届きます。らせメールが届きます。

【問い合わせ】健康増進課母子健康係 
　☎ 83-8121 FAX83-8619

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】1月 6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


