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いきいき水中運動プログラムいきいき水中運動プログラム
　水の浮力を利用し、肩・腰の痛みを改善しませんか。
【とき】10月 26日～ 1月 11日　午前 9時～ 10時
　（毎週水曜日、全 12回）
【ところ】真岡井頭温泉 バーデプール
【対象】以下の条件を全て満たす方　20人程度
　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】10 月 7日（金）
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【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

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！

10 月10 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
3（月）、14（金）
26（水）、28（金）、31（月） 総合福祉保健センター

17（月）、18（火） 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
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
4 日（火） 市公民館真岡西分館
27日（木） 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
　Ｅメール： kenkou@city.moka.lg.jp

みて、きいて、やってみるみて、きいて、やってみる
生涯学習フェスティバル生涯学習フェスティバル  ～ 初心者向けの一日体験講座 ～～ 初心者向けの一日体験講座 ～

【会場】市公民館 　【対象】市内在住または勤務の成人の方（複数申込可、各講座とも定員を超えた場合は抽選）
【申し込み】各講座の申込期間内に、下記まで電話で申し込みください。（午前８時 30分～午後５時 15分）

講座名 日　時 内　容　等 定　員 参加料 申し込み

はじめての
スマートフォン

10/22（土）
10:00～12:00

基本的な使い方から動画を見る、本
を読む、地図を見る、インターネッ
トで調べ物、ゲーム等々、スマート
フォンの楽しい使い方を学びましょう。

12人
無　料

9/23( 金 )
 ～ 10/7( 金 )

10/22（土）
13:30～ 15:30 12 人

書　　道 10/23（日）
10:00～ 12:00 大きな一文字を書きましょう。 20人 無　料

季節のおりがみ 10/23（日）
13:30～ 15:30

一枚の紙でできるおりがみ、その季
節にピッタリのおりがみを楽しみま
しょう（サンタクロース・ポチ袋・
フクロウ等）。

20人 300 円

布 ぞ う り 10/29（土）
9:30 ～ 12:00

見た目にかわいらしく、肌触りがや
さしい布ぞうり、古布を利用して
作ってみましょう。

20人 500 円

フライパンピザ 10/29（土）
14:00～ 16:00

オーブンがなくても気楽にピザが楽し
める。季節のきのこや野菜を使って、
驚くほど簡単にできるピザを作ります。

16人 1,000円

大谷石彫体験講座 10/30（日）
13:30～ 15:30

大谷石に絵を描いたり、色を付けた
りして作品を作りましょう（コース
ターやオブジェ等）。

20人
500 円
～

1,500円

多肉植物の寄せ植え 11/5（土）
10:00～ 12:00

ぷりぷりした手触りと美しい色合
い、暮らしを華やかに彩る生きたオ
ブジェ。寄せ植えをすることでさら
に楽しみが広がります。

20人 1,000円

10/7( 金 )
 ～10/21(金)

パンフラワー 11/5（土）
13:30～ 15:30

〝手のひらで咲く小さな花〝パンフ
ラワー、本物の花と見間違うような
美しい作品を作ります。

20人 1,000円

デコパージュ
ジェルキャンドル

11/12（土）
10:00～ 12:00

好きな模様の紙を石鹸や木材などに
張り付けて作るデコパージュ。透明
なグラスとゼリージェルを使い、ど
の角度から見ても楽しめるジェル
キャンドル等、オリジナルグッズを
作ります。

20人
1,000円
～

1,500円

絵 手 紙 11/12（土）
13:30～ 15:30

誰でも手軽に取り組めるのが魅力の
「絵手紙」。絵や字の上手下手に関わら
ず、気楽な気持ちで描いてみましょう。

20人 200 円

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係 ☎ 82-7151  FAX83-4070

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】10月 13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 7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】9月 30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

初心者初心者のためののための女性水泳教室女性水泳教室
【とき】10月 6日、13日、20日、27日　
午後 1時～ 2時 30分（毎週木曜日、全 4回）

【ところ】フィールドビックスイミングスクール真岡
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着40人
【参加料】無料　【持ち物等】水着、水泳帽子、ゴーグル
【注意事項】妊娠中の方、高校生は参加できません。会
場施設の駐車場は使用できません。参加者は総合体
育館など近くの市関係施設駐車場をご利用ください。

【申し込み】9月 28日（水）から電話（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・年齢を明記

市民市民
講座講座 親子でデイキャンプ親子でデイキャンプ

【とき】10月 23日（日）午前9時30分～午後3時頃午前9時30分～午後3時頃
【ところ】にのみや野外活動センター【ところ】にのみや野外活動センター
【対象】市内在住の小学生と保護者　先着 10 組【対象】市内在住の小学生と保護者　先着 10 組
【内容】野外炊飯（カレーライス作り）、竹細工（予定）【内容】野外炊飯（カレーライス作り）、竹細工（予定）
【受講料】500 円程度（1組 2人分の材料代）【受講料】500 円程度（1組 2人分の材料代）
　※参加人数により変更します。　※参加人数により変更します。
【持ち物等】お米1合（1人）、軍手（滑り止めなし）、帽子、【持ち物等】お米1合（1人）、軍手（滑り止めなし）、帽子、
飲み物、長袖、長ズボン、運動靴飲み物、長袖、長ズボン、運動靴

【申し込み】9月 27日（火）から【申し込み】9月 27日（火）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107  FAX 74-0187  （日・月・祝日休）

みんなのひろば
●県民健康・栄養調査にご協力ください
　県では、県民の食生活や身体状況、生活習慣など
の実態を把握し、今後の健康づくり施策に役立てるた
め、県民健康・栄養調査を実施します。【とき】10月
～ 11月【調査方法】①郵送によるアンケート調査　
＜対象＞無作為に抽出した 20歳以上の住民（県全体
で 2万 2500 人）②調査員の訪問による調査＜対象＞
無作為に抽出した地区の住民（県全体で約 1500 人）
【問い合わせ】栃木県保健福祉部健康増進課☎ 028-
623-3094

【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

認知症家族認知症家族のの介護教室介護教室
　日ごろ、認知症の方を支え、様々な症状に対応し
ているご家族の方が集い、認知症について学び、相
談し、ほっとできる場を作りました。3日間の教室
ですが、1日のみの参加も可能です。
　① 10 月 6 日（木）午後 1 時 30 分～ 3 時
　【ところ】市公民館 第 7会議室
　【内容】「認知症についての理解」
　【講師】いとう医院　院長 伊藤 譲治 氏
　② 10 月 25 日（火）午後 1 時 30 分～ 3 時
　【ところ】市公民館 第 7会議室
　【内容】「認知症の方への対応の仕方」
　 【講師】グループホームふれんど真岡　管理者 細島 聡子  氏
　③ 11 月 15 日（火）午後 2 時～ 3 時
　【ところ】グループホームきぬの里
　【内容】「グループホームの役割・見学」 
   【講師】グループホームきぬの里 施設長　坂本 幸子 氏
【対象】認知症の高齢者を介護している市民の方　
【申し込み】下記へ電話で申し込み

第 46回第 46回  市場開放デー開催市場開放デー開催
【とき】9月25日（日）午前8時～10時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【内容】新さんま、かつお、鮭の大特価、しじみ汁
の無料配布、特製イカ入り焼きそば等の販売、
1,000 円以上購入で粗品贈呈（数量限定）

【その他】開放デーで一緒にお菓子や雑貨などを販
　売する出店者を募集しています。
【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会 
　☎ 82-8585  FAX 84-0225

【とき】9月28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
 ※子育て中のお母さま方の参加をお待ちしています。
　お子さまも一緒に参加できます。
【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  9 月の健康講座まちなか保健室  9 月の健康講座

「お母さんと子どものための減塩」「お母さんと子どものための減塩」

真岡市文化祭 真岡市文化祭 将棋大会開催将棋大会開催
【とき】10月1日（土）受付：午前9時～9時45分
【ところ】青年女性会館　【クラス】小学生の部・一般
　の部 (中学生以上）※棋力に応じてクラス分け
【参加料】小学生 500円、一般 1,000 円
【申し込み】小学生は学校を通して申し込み。一般の
　部は事前申し込み不要のため、当日会場で申し込み。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

第47回真岡市駅伝競走大会第47回真岡市駅伝競走大会
参加チーム募集参加チーム募集

【とき】11月 13日（日）　※雨天決行
　スタート：午前 9時 30分
【コース】真岡市総合運動公園陸上競技場を発着およ
　び中継所とする周回コース：６区間、総距離17㎞
　１区・３区・５区：3.07 ㎞
　２区・４区：2.44 ㎞　６区：2.91 ㎞
【部門】①中学男子の部 ②一般の部 ③女子の部
【参加料】5,000 円（中学生チームは除く）
　※参加料は監督者会議時に納入してください。
【申込方法】10月21日（金）までに参加申込書（総
　合体育館に用意）を記入の上、下記へ持参または
　FAXで申し込みください。
　※参加条件等詳細については、下記までお問い合
　　わせください。
【問い合わせ】真岡市総合体育館内体育協会事務局
　☎84-2811　FAX84-6258（平日8:30～17:00）


