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根本山しぜん体験教室 
夜の里山探検夜の里山探検

　真っ暗な夜の雑木林や水辺に出かけて、昼間とは
異なる生き物の様子を観察します。
【とき】8月 6日（土）
　午後 7時 30分～ 9時　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】長袖、長ズボン、運動靴、懐中電灯
【申し込み】7月 23日（土）から電話受付
　(午前 8時 30分～午後 5時 )

根本山から耳寄り情報！根本山から耳寄り情報！
　根本山でザリガニ釣りができます。さおは無料で
貸し出します。詳しくはホームページまたは根本山
自然観察センターまでお問い合わせください。

【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・祝日の翌日休み）

夏休みワークショップ
親子で楽しもう！スチレン版画親子で楽しもう！スチレン版画
　お子様でも扱いやすいスチレンボード（発砲スチ
ロールの板）を使い、簡単な版画を作ります。
【とき】8月 7日 ( 日 ) 午後 1時～ 3時
【ところ】久保記念観光文化交流館 観光まちづくり  【ところ】久保記念観光文化交流館 観光まちづくり  
　センター　【対象】小学生と保護者　先着 8組　センター　【対象】小学生と保護者　先着 8組
【参加料】100 円 (お子様1人につき)【参加料】100 円 (お子様1人につき)
　※汚れてもよい服装でお越しください。　※汚れてもよい服装でお越しください。
【応募方法】電話または下記窓口で、①氏名、②参【応募方法】電話または下記窓口で、①氏名、②参
加人数 ③電話番号 ④住所をお知らせください。加人数 ③電話番号 ④住所をお知らせください。
　　※定員になるまで、当日まで受付します。※定員になるまで、当日まで受付します。
【申し込み・問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012 （FAX 兼）(火曜・祝日の翌日休み）

【とき】7月27日（水）午後1時30分～2時30分
【ところ】まちなか保健室『ほっとステーション駅
　前館』（真岡駅東口）　【対象】市民の方　先着 15人
【申し込み】7月 22日（金）から受付開始　
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎080-9990-3998（受付：午前9時～午後5時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

まちなか保健室  7 月の健康講座まちなか保健室  7 月の健康講座
「熱中症予防」「熱中症予防」について開催について開催

夏休みの自由研究に！真岡のあさがきた！夏休みの自由研究に！真岡のあさがきた！  
久保 邸探検ツアー久保邸探検ツアー

　真岡の歴史を知り、両替商だった久保家や故久保
貞次郎氏の活動や美術教育を学びましょう。通常は
非公開の屋根裏部屋の探検をしたり、学芸員の説明
を聞いたりしながら館内を見学します。
【とき】8月 7日（日）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】久保記念観光文化交流館 
　（真岡市荒町 1105 番地 1）
【対象】市内在住の小学 3年生から中学 3年生まで
【定員】10人（応募者多数の場合は抽選）
【参加料】無料　【持ち物】体育館シューズ
【講師】未定（歴史に詳しい方をお呼びする予定です）
【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012 （FAX 兼）(火曜・祝日の翌日休み）

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】8月 18日（木）午前 10時～ 11時 15分
　（開始 5分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成28年 5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「産後のママの体のケア」ほか
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】8月 5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

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。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
2（火）、12（金）
23（火）、26（金） 総合福祉保健センター

30（火）、31（水） 中村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
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
≪ 40歳～ 59 歳限定の生活習慣病健診≫
【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
28（日）、29（月） 総合福祉保健センター
【対象】市内在住で 40歳以上 59歳までの方
≪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
22（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

『上級救命講習会』『上級救命講習会』受講者募集受講者募集
　AED（電気ショック）を用いた心肺蘇生法など
救命に必要な応急手当の知識と技術を学びます。
【とき】8月 21日（日）午前 9時～午後 6時
【ところ】総合福祉保健センター ホール
【参加料】無料
【対象者】芳賀郡市内在住または通勤・通学
　の方（高校生以上）　先着 20 人
【申し込み】7月24日（日）から下記窓口（午前9時
　から）または電話（午前 10時から）にて申し込み
【申し込み・問い合わせ】真岡消防署 救急係
　 ☎ 82-1029　FAX83-3764

8 月8 月のの情報センター講座情報センター講座
①初めてのホームページ作成講座･･･先着5人
【とき】21日（日）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】ローマ字入力および Windows の基本操作が
　でき、ご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を勉強します。
②Power Point 基礎講座･･･先着10 人
【とき】24日（水）・25日（木）・26日（金）午後7時～9時
【対象】マウス操作と文字入力ができ、ワープロ操作の習熟者
【内容】Power Point2013 を使用し、プレゼンテー
　ションの作成、画面の切り替え、スライドのレイ
　アウト・デザイン等を行います。
＜①②共通＞【受講料】無料
【申し込み】7/22（金）10:00 ～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】
　情報センター ☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

8 月8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 4日（木） H28年 3月 13日　     ～ 4 月 4日生

9カ月児健診
5日（金） H27年 9月 24日　   ～ 10 月 11日生

19日（金） H27年 10月 12日　     ～ 11 月 4日生

1歳 6カ月児健診 26日（金） H27年 1月 1日　   ～ 1月 20日生

3歳児健診
2日（火） H25年 7月 1日　     ～ 7 月 22日生

23日（火） H25年 7月 23日　     ～ 8 月 15日生

2歳児歯科検診 29日（月） H26年 8月生

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
【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）、健やか親子21設問票（4カ月・１歳6カ月・
　3歳健診対象者のみ）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

8 月の「マタニティ・子育て相談会」8 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】10日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター

育児相談

要予約母乳・ミルク相談
子どもの栄養相談
妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

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

歴史資料保存館 夏休み一般公開歴史資料保存館 夏休み一般公開
昔遊び体験昔遊び体験

　昔懐かしい民具の見学や、竹馬やお手玉などの昔
遊び、火おこし体験をしてみませんか。
【とき】7月 30日（土）～ 8月 2日（火）
　午前 9時～午後 4時
【ところ】市歴史資料保存館（真岡市高田 2645）
【内容】①昔遊び体験：竹馬、お手玉、ベーゴマ等
　②火おこし体験 ③ミニ企画展
【入場料】無料　【申し込み】事前申し込み不要
【問い合わせ】教育委員会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731 FAX83-4070

手づくり電池で手づくり電池で
オルゴールを鳴らそうオルゴールを鳴らそう

【とき】8月 20日（土）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 2 会議室
【対象】市内在住の小学生（保護者も可）　先着 20人
【内容】ボルタ電池づくり、地球温暖化の話とクイズ、
　模型による体験学習　【参加料】無料　
【申し込み】下記窓口まで電話にて申し込み　
【主催】もおか環境パートナーシップ会議環境学習部会
【共催】もおかエコの会
【問い合わせ】環境課 環境計画係
　☎ 83-8241 FAX83-5896

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

反田恭平ピアノリサイタル反田恭平ピアノリサイタル
【とき】11月 5日（土）　
　午後 2時開演　午後 1時 30分開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】《一般》前売り 2,000 円、
　当日 2,200 円
　（Ｈ 28年真岡市芸術鑑賞会員は　
　会館購入の場合 500円引き）
　《学生（小・中・高）》前売り当日共 1,000 円
　※未就学児入場不可
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎ 83-7731(8:30 ～ 17:15、
日・月・祝日休み）、㈲暮田商会 ☎ 0285-82-2611、
㈲ え び は ら ☎ 0285-74-0075、 益 子 町 民 会 館
☎0285-72-3101、㈱シノザキ楽器☎0285-84-4004

【問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）
　クラシックもおか事務局☎0285-75-1688（担当：柳）

チケットチケット
発売中！発売中！

もおかスポーツクラブもおかスポーツクラブ
★ステップアップ★★ステップアップ★
ランニング教室ランニング教室  

　トライアスロンＵ 23アジア選手権日本代表選手
が所属する、宇都宮村上塾の村上晃史塾長によるラ
ンニング教室です。
【とき】8月 5日（金）午後 6時 30分～ 8時
【ところ】総合運動公園陸上競技場周辺（集合場所：
　陸上競技場駐車場）　※雨天時：山前農村環境
　改善センター　【対象】一般男女　先着 20人
【参加料】1人500円(当日会場でお支払いください)
　※もおかスポーツクラブ会員は無料
【申込期限】８月 2日 (火 )　
　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
【申し込み・問い合わせ】
もおかスポーツクラブ事務局（市総合体育館内）  
　☎ 84-2811  FAX84-6258　
　Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　※FAX・Eメールの場合は氏名・住所・年齢・性別を明記


