
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

ノンケア体操ノンケア体操（介護予防体操）（介護予防体操）
　　　指導員養成講習会　　　指導員養成講習会
　ノンケア体操は、介護予防を目的として手軽に健
康づくりをするための体操です。地域での普及を図
るため、指導員養成講習会を開催します。
【会場・日時】

二宮分館
204・205会議室

10月 12日（水）、25日（火）
11月 10日（木）
12月 7日（水）

市公民館
第5・6・7会議室

10月 21日（金）、31日（月）
11月 16日（水）、25日（金）
12月 2日（金）、12（月）

【時間】午後 1時 30分～ 3時 30分
　※上記表の全 10回の講習に参加してください。
【対象】①～④のすべてに該当する方　先着 15人
　①市内に住所を有する 40～ 70歳くらいまでの方
　②過去にこの講習会に参加したことがない方
　③区長の推薦があり、講習会修了後、地域で普及
　　できる方
　④各地区からの要請に応じて指導できる方
【講師】過去に講習会を修了し、現在、地域で指導
　されている方々
【申込方法】下記窓口に用意してある申込用紙に必
　要事項を記入し、区長印を押印した上で、下記
　窓口まで申し込み　【申込期限】10月 5日（水）
【申し込み・問い合わせ】 いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX 83-8554
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎74-5004 FAX 74-1250

高血圧改善セミナー高血圧改善セミナー
～実践で分かる！運動と栄養のポイント～～実践で分かる！運動と栄養のポイント～
　血圧 120/80mmHg 以上になると、血圧が高く
なるほど心臓病・脳卒中などの危険が高くなります。
効果的な血圧の下げ方が学べる 2日間のプログラ
ムです。

1 日目【運動編】1 日目【運動編】
【とき】9月21日（水）午前9時30分～11時45分
　（受付は9時 20分から）　【ところ】スポーツ交流館
【内容】講話と運動実践（血圧を下げる歩き方ほか）

2 日目【食事編】2 日目【食事編】
【とき】10月13日（木）午前9時30分～午後1時
　（受付は9時20分から）　【ところ】市公民館 調理室
【内容】講話と調理実習（1食塩分約2gのバランス献立）

上記共通事項上記共通事項
【対象】40～ 64歳までの市民で、血圧が高めの方
　先着 24人　
【申込期限】9月 14日（水）下記まで電話申し込み
　※持ち物などの詳細は、申し込み後に郵送で通知
【申し込み・問い合わせ】　健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX83-8619

女性がん検診無料クーポン券で女性がん検診無料クーポン券で
がん検診を受けましょうがん検診を受けましょう

　次の年齢の方は、クーポン券の利用で年度内 1
回に限り、真岡市で実施している女性がん検診（子
宮がん・乳がん）の自己負担金が無料になります。
対象者の方には、5月末頃に無料クーポン券をお送
りしました。1、2 月は混雑が予想されますので、
年内の受診をお願いします。

対象となる生年月日 年齢

子宮がん 平成 7年 4月 2日～
平成 8年 4月 1日 21歳

乳がん 昭和 50年 4月 2日～
昭和 51年 4月 1日 41歳

【実施期限】平成 29年 2月 28日（火）まで
【問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
秋のカエルとヘビを観察しよう秋のカエルとヘビを観察しよう
【とき】9月25日（日）午前9時30分～11時30分
【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 20人
【参加料】無料　
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、長靴、帽子
【申し込み】9月11日 (日 ) 午前 8 時 30 分から
　電話受付
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター 
　☎ 83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

【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

いきいき体操教室いきいき体操教室
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】10月 12日～ 12月 28日
　午前 10時 30分～正午（毎週水曜日、全 12回）
【ところ】真岡井頭温泉
【対象】以下の条件を全て満たす方　先着 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
【申込期限】9 月 23 日（金）
　電話で申し込み（午前8時30分～午後5時15分）

わたしの夢をかなえたい！女性のための創業塾 in真岡わたしの夢をかなえたい！女性のための創業塾 in真岡
【ところ】真岡商工会議所　【定員】20人 (3日間のプログラム）【参加料】無料【申し込み】下記まで電話申し込み

テーマ 内　容　等
1日目　10/8（土）13:00 ～ 17:00

起業家になろう ◆女性起業家をとりまく環境　◆事業計画とライフプラン

事業として成り立つために ◆事業のアイデア（シーズとニーズ）　◆事業コンセプト（誰に、何を、
　どのように）　◆強みを活かす差別化ポイント

先輩女性起業家から学ぼう ◆女性企業家による事例紹介
2 日目　10/15（土）13:00 ～ 17:00

「売れる」ために（マーケティング）◆顧客ターゲットとポジショニング　◆どんな製品・サービスをい　くらで売る？　◆効果的な広告、販売促進の方法
知っておきたいお金の管理 ◆売上予測、経費予測　◆資金繰り、経理と税金

3 日目　10/22（土）13:00 ～ 17:00

創業時に必要な準備や手続き ◆個人事業と法人の違い　◆開業・会社設立の手続き
◆許認可申請、法規制

お金はいくら必要か ◆開業資金　◆資金調達の方法（女性に有利な融資制度）
　　　　　　　　　　　　　　　　 アクションプラン発表

「伊豆の踊り子」「伊豆の踊り子」
山口百恵 主演山口百恵 主演

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「殿、利息でござる！」「殿、利息でござる！」
【とき】9月 17日（土）　
　①午後2時から ②午後 6時 30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】2時間 9分　
【入場料】　大人（高校生以上）1,000 円　
　小人（4歳以上）500 円　3歳以下無料
　※全席自由　※芸術鑑賞会会員 無料
【出演】阿部サダヲ、瑛太、妻夫木聡、竹内結子ほか

真岡市芸術鑑賞会特別上映会真岡市芸術鑑賞会特別上映会
①9月 18 日（日）午後 1時 30 分から① 9月 18 日（日）午後 1時 30 分から
                      

② 9月 19 日（月）午後 1時 30 分から② 9月 19 日（月）午後 1時 30 分から

  

上記共通事項上記共通事項
【入場料】1作品 500円（3歳以下は無料）　
　※全席自由　※芸術鑑賞会会員 無料
　※各日２作品連続上映、作品間で休憩30分
【主催】文化庁・東京国立近代美術館フィルムセンター
【協賛】松竹ブロードキャスティング㈱　
【協力】㈱オーエムシー
【問い合わせ】市民会館 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

「野菊の墓」「野菊の墓」
松田聖子 主演

「時をかける少女」「時をかける少女」
原田知代 主演原田知代 主演

「ぼくらの七日間戦争」
宮沢りえ 主演

ミニバスケットボール教室ミニバスケットボール教室
【とき】10月 9日～ 11月 6日　午前 10時～正午
　（毎週日曜日、全 5回）
【ところ】物部地域体育館（高田 2645)　
【対象】市内小学生 先着 20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】9月14日（水）受付開始、電話（平日午前
　9時～午後5時 15分）・FAX・Eメールで申し込み
【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

認知症カフェ認知症カフェ
（もめんカフェ）開催（もめんカフェ）開催
　認知症についての悩みやケア方法など相談した
り、適切な情報を交換したりする場です。
【とき】9月26日（月）午前10時30分～11時30分
【ところ】市公民館 第一会議室
【対象】市内に住む認知症の方とそのご家族
【参加料】無料
【申し込み】電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
【問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係 
　☎ 83-8132 FAX 83-6335

【申し込み・問い合わせ】 　真岡商工会議所 ☎ 0285-82-3305　FAX0285-82-7967

　ご家庭で用意したプレゼントをサンタクロースが
届ける事業の企画・運営を行います。
【対象】市内在住・勤務の 18歳～ 35歳
　の方（高校生は不可）
【申込期間】9月9日（金）～21日（水）
　下記窓口・電話・FAX・Eメールで申
　し込み
※第 1回実行委員会は 9月 22 日（木）午前 10 時
　から公民館第 1会議室で開催されます。

【申し込み・問い合わせ】　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜 ･祝日休）
　Eメール  gakusyuu@city.moka.lg.jp

　サンタの贈り物 20 1 6    
  実行委員募集  実行委員募集

　計量法の規定に基づき、水道メーターの交換を行います。
【期間】9月 16日（金）～ 10月 6日（木）
【対象】該当するお客さまには、個別に登録されて    
いる住所へ通知します。

【その他】なお、交換は市指定給水装置工事事業者が、   
該当となるお宅に直接伺います。
※費用は無料ですが、水道メーターの交換中は、約
　10分間程度水道が使えなくなります。
※留守の場合でも交換することがあります
　のでご了承ください。
●メーター交換は無料です。交換業者を
　装った悪質な訪問販売にはご注意ください。
●交換業者は、市で発行した証明証を提示します。
●交換および検針に支障をきたしますので、メーター
　ボックスの上に物を置いたり、近くに犬などをつ
　ながないようお願いします。

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします

換

す

い。

【問い合わせ】
　水道課庶務係 ☎ 83-8167 FAX84-7512

第 42 回 こらぼ茶話第 42 回 こらぼ茶話

ミツバチのふしぎミツバチのふしぎ
　真岡市のイチゴ生産量日本一を陰で支えるミツバ
チのよもやま話をします。
【とき】10月 1日（土）午後 2時～ 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】市内在住または勤務・通学の方　先着15人
【参加料】200円（お茶菓子代）
【申し込み】電話または下記窓口で申し込み
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　（月・祝日休館）☎ 81-5522　 FAX 81-5558


