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6 月の6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 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 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）

7日･14日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム14日10時45分～

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

8日･15日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム15日10時45分～

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

9日･16日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム16日10時45分～

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

10日･17日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム17日10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（6/2・21・土・日・祝日は除く）
子育て広場：午前 9時～正午
　　　　　　午後 1時～ 3時

【第一子育て支援センターの行事予定】
19日（木）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム
10日（金）午前10時45分～ オピママとあそぼう
14日（火）午前10時45分～ リズムで遊ぼう

【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】
6日（月） 午前10時45分～ 子育て健康相談
8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（FAX兼）
【にのみや保育園子育て支援センターの行事予定】
3・10・17・24（金）午前11時～ 体育遊び
23日（木） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

【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】6月 1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
真岡ふたば幼稚園いちごの杜保育園  ☎ 81-0515
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 高ノ台幼稚園 ☎82-2325
真岡ひかり幼稚園 ☎ 82-3982 萌丘幼稚園 ☎84-2622
★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
にじいろ保育園  ☎ 81-5022

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！

6 月6 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。市で行
う健診(集団・人間ドック・施設）は、いずれか年度
内1回の受診となります。
≪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
1（水）、7（火）、10（金） 総合福祉保健センター
20（月）、21（火） 山前農村環境改善センター
22（水）、23（木） 大内農業構造改善センター
【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
≪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
9（木） 長沼地域体育館
15（水） 物部会館
【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か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
　Ｅメール kenkou@city.moka.lg.jp

三つ子の魂育成事業三つ子の魂育成事業
平成28年度平成28年度 子どもフェスティバル 子どもフェスティバル
　手遊び、大型絵本の読み聞かせ、パネルシアター、
親子製作、親子体操などを行います。
【とき】5月28日（土）午前10時30分から（約1時間）
【ところ】第一子育て支援センター ※雨天決行
【対象】就学前の親子　【参加料】無料
【申し込み】事前申込不要。当日、第一子育て支援
　センターへお越しください。
【問い合わせ】第一子育て支援センター 
　☎ 84-1545 （FAX兼用）

　  6 月の図書館だより　  6 月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫ 7・14・21・28日（火）
　午前10 時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語の絵本の  
　　読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 11日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 11日（土）午後2時～
　「ぶどう酒びんのふしぎなたび （30分）
≪おはなしの森≫ 18 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 21 日（火）午後 2時～
　「深夜食堂」（119分）
≪幼児向けおはなし会≫ 24日（金）午前10時～
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫2日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫11日（土）午前10 時～
　【内容】絵本の読み聞かせ＆工作（色紙できんぎょ
　すくいをしよう）」
≪スタッフの読み聞かせ≫19日（日）午後2時～
≪三つ子の魂育成事業≫28日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪ひげ館長の読み聞かせ≫ 25日（土）午後2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 25日（土）午後2時30分～
　「うっかりペネロペ　ともだちがいっぱい編」（30分）
≪映写会（大人向け）≫ 16日（木）午後2時～
　「ミュージカル　赤毛のアン」（159分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286
≪ 6月の休館日≫ 6・13・20・27（真岡・二宮 )

科学教育センター 6月科学教育センター 6月のの案内案内
★プラネタリウム一般公開★
【とき】6月 4日、11日、18日、25日（各土曜日）
　①午前11時から ②午後1時30分から（途中入場不可）
【内容】当日の星座解説、番組「宇宙どこまであるの？
　物語」　（約 50分）
【観覧料】高校生以上200円、4歳～中学生まで100円、   
　3 歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
　※ 18日（土）・25日（土）は県民の日 協賛事業
　　のため無料公開
★天体観望会★
【とき】6月 10日（金）午後7時 30分～ 8時 30分
【定員】先着 30人（小学生以下は保護者同伴）
【内容】天体望遠鏡を使用し、月や惑星を観察します。
【参加料】無料
【持ち物等】懐中電灯（必要に応じて）
【申込期間】6月 6日（月）～ 8日（水）
　※電話での申し込みが必要です。

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

　自分の時間でチャレンジできる、自由参加型の
バーデプール教室です。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。
【募集コース】  ① 7～ 8月コース：40人 
　　　  　　　② 8～ 9月コース：40人 
　※ 1月まで毎月実施する予定です。
【ところ】 真岡井頭温泉内バーデプール
【内容】2ヶ月間でバーデプールレッスンを 5回、　
　自由に選んで参加　
【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、運動したい
　と考えている方　
【申し込み】①か②のコースを選び、下記へ電話・
Eメールで申し込み。申し込んだ方は、①は 6月
30 日（木）までに、②は 7月 29 日（金）まで
に下記窓口までお越しください。事業の説明およ
び参加パスポートをお渡しします。
　※お一人様、年 1回 1コースの参加とさせてい
　ただきます。

【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 

いきいき体操教室いきいき体操教室
筋力トレーニング編筋力トレーニング編

　筋肉トレーニングマシンを使用した教室で、初め
ての方も無理なく続けられるよう指導します。
【とき】 ① 7月 11日から毎週 月曜日
　　　 ② 7月 13日から毎週 水曜日
　　　 ③ 7月 14日から毎週 木曜日 
　　　 ④ 7月 15日から毎週 金曜日
　午後 2時～ 3時（各 12回）
　※申込順に受講曜日を決定します。
【ところ】iFitness（真岡井頭温泉内）
【対象】以下の要件をすべて満たす方　定員 各曜日 4人
　① 65歳以上で介護保険サービス対象外の方
　②マシンを使用した運動に支障のない身体状態の方
　③本プログラムに初めて参加する方　

【申し込み・問い合わせ】 いきいき高齢課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX83-6335

ストレッチ編ストレッチ編
　マットやボールを使用したストレッチ等で転倒予
防に取り組みませんか。
【とき】7月 13日～ 9月 28日　午前 10時 30分
　～正午（毎週水曜、全 12回）
【ところ】真岡井頭温泉内
【対象】以下の条件を全て満たす方　定員 15人　
　① 65歳以上で介護保険サービス対象外の方
　②本プログラムに初めて参加する方

上記共通事項上記共通事項
【申込期限】6 月 17 日（金）
　※定員になり次第締め切ります。
　電話で申し込み（午前8時30分～午後5時15分）

体験学習を開催します体験学習を開催します

栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校  
◆小等部・中等部・高等部体験学習
　【とき】6月 28日（火）午前 9時 40分～正午
　　（受付：午前 9時 20分から）
　【ところ】栃木県立益子特別支援学校
　　（〒321-4106  栃木県芳賀郡益子町七井3650 ）
　【対象】本校への入学を考えている学齢のお子さま
　　と保護者、幼稚園・保育所（園）・小中学校等
　　の教職員、関係機関職員
　※お子様の預かりはないため、保護者と一緒に活
　　動できる方のみとします。
　【内容】学校概要説明、本校保護者の体験発表、　
　　授業見学、校舎内見学、教育相談（希望者）
　【持ち物】上履き、筆記用具
　【申込期間】6月1日 (水 )～15日 (水 )電話受付
【申し込み・問い合わせ】
　栃木県立益子特別支援学校 ☎ 72-4915
　真岡市教育委員会 ☎ 83-8181 FAX83-8080 

岩岩
い わ び つい わ び つ

櫃櫃山周辺自然観察山周辺自然観察
～真田ゆかりの地散歩～～真田ゆかりの地散歩～

【とき】6月 14日（火）午前 8時３０分出発
　帰着：午後 5時 30分予定
【集合場所】青年女性会館東側砂利駐車場
【ところ】群馬県東吾妻町岩櫃山周辺
【対象】市内在住または勤務する成人の方　先着40人
【参加料】1人につき 1,000 円（保険料等）
【持ち物等】昼食、飲み物、帽子、雨具、山道に適
　した動きやすい服装・靴等
【申し込み】5月 31日 ( 火 ) ～ 6月 8日 ( 水 )
　電話で申し込みください。（午前 8時 30 分から
　午後 5時 15分まで）
【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）

【問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211


