
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/

★ 科 学 の 広 場 ★★ 科 学 の 広 場 ★
 フードサンプル作ろう フードサンプル作ろう

　身近にあるものを使って、フードサンプルを作ります。
【とき】11月 5日（土）午前9時30分～10時 30分
【対象】小・中学生 先着 24組　（小学 4年生以下
　は保護者同伴）　【参加料】子ども一人 100円
【申し込み】10月 26日（水）～ 28日（金）
　下記にて電話受付
【その他】汚れてもよい服装でお越しください。
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611 

第 47回第 47回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】10月23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】脂ののった生さんま、生イカの販売、しじ
み汁の無料配布、特製イカ入り焼きそば、手作り
豆腐・ガンモ等の販売、1,000 円以上購入で粗
品プレゼント（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 

市民市民
講座講座 切 り 絵 講 座切 り 絵 講 座

【とき】11月10日、17日、24日、12月8日、15日
　午前9時 30分～11時 30分　午前9時 30分～11時 30分（各木曜日、全5回 )
【ところ】市公民館中村分館【ところ】市公民館中村分館
【受講料】200円 ( 材料代 ) 【受講料】200円 ( 材料代 ) 
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【持ち物等】カッター、マット　【持ち物等】カッター、マット　
　※お持ちでない場合は、600円で用意します。　※お持ちでない場合は、600円で用意します。
【申込期間】10月 25日（火）～ 11月 2日 ( 水 )  【申込期間】10月 25日（火）～ 11月 2日 ( 水 )  
　下記にて　下記にて電話受付（午前8時30分～午後5時15分）話受付（午前8時30分～午後5時15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館中村分館
　☎ 82-2902 FAX83-6148（日・月曜・祝日休）

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
親子のためのクラシックコンサート親子のためのクラシックコンサート

「音楽の絵本～ズーラシアンブラス＆弦うさぎ～」「音楽の絵本～ズーラシアンブラス＆弦うさぎ～」
【とき】平成 29年 1月 29日（日）
　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】全席指定（前売り・当日とも）
　◆大人 2,000 円
   ◆小人（高校生以下）1,500 円 
　 ◆親子ペア販売（大人1枚、小人1枚）
　　3,000 円
　※ 4歳以上有料、3歳以下膝上無料（お席が必要
　　な場合は有料）
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
【チケット発売】10月 29日（土）午前 9時から
　（電話予約は午後 1時から）
【プレイガイド】市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731ほか
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・祝日休）

(C)SUPERKIDS

初心者初心者のためののためのエアロビクスエアロビクス教室教室
エアロビクスダンスと呼ばれるダンス形式の有酸

素運動です。
【とき】11月 10日、17日、24日、12月 1日
午後 2時～ 3時（毎週木曜日、全 4回）

【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着 40人
【参加料】500円
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、タオル、
飲み物

【申し込み】10月 26日（水）受付開始
下記にて電話（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・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 
「秋の木の実とタネを観察しよう」「秋の木の実とタネを観察しよう」
　大人と子どもが別行動で楽しむ観察会です。子ど
もは、くっつくタネを集めて、飾れる標本を作ります。
大人は、植物のタネの仕組みを楽しく観察します。
【とき】11月5日（土）午前10時～正午　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター　
【対象】5歳以上の子どもと保護者（大人のみの参加可）
　先着 30人　【参加料】無料
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子
　≪子どものみ≫筆記用具、定規、ハサミ、タネを
　集めるビニール袋
【申し込み】10月 22 日（土）午前 8時 30 分から
　下記にて電話受付
根本山自然観察センターからのお知らせ根本山自然観察センターからのお知らせ

　10月 22日（土）と 30日（日）の野鳥クラフト
はお休みします。
【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）

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！

11 月11 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（火）、7（月）、18（金）
28（月）、30（水） 総合福祉保健センター

14（月）、15（火） 大内農業構造改善センター

24（木）、25（金） 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
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
28 日（月） 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

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】11月 10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 8月生まれの乳児と保護者　
　先着 17組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「産後ママの体のケア」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】10月 28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

　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

　両親学級　両親学級ののご案内ご案内
【とき】11月 12日（土）
　午前9時30分～11時30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】市内在住の夫婦（おおむね妊娠20週以降）
　先着15組
【内容】赤ちゃんのお風呂、妊婦疑似体験など
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み・問い合わせ】10/28（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係 ☎83-8121 FAX83-8619第 2 回文化財めぐり 第 2 回文化財めぐり 

～巡回展 「栃木の遺跡」と～巡回展 「栃木の遺跡」と
大谷石を訪ねて～大谷石を訪ねて～

【とき】11月 30日（水）※雨天決行
　午前 9時集合・出発（久保講堂南側砂利駐車場）
　午後 4時 30分解散（予定）
【行き先】栃木県埋蔵文化財センター（巡回展等）、
　石の蔵（昼食）、大谷寺、大谷資料館
【対象】市内在住または勤務の方　定員 40人
　（申込多数の場合は抽選）
【参加料】3,000円程度（昼食代・拝観料等）※当日集金
【申し込み】往復はがきで申し込み（1通で2人まで申込可）
　往信文面に参加者全員の住所・氏名・電話番号を
　記入、返信宛名面に代表者の郵便番号・住所・氏
　名を記入し、下記申込先へ郵送してください。
　11月 10 日（木）消印有効
【その他】動きやすい服装でご参加ください。
　昼食は、「石の蔵」で全員同じものを準備します。
【申込先・問い合わせ】文化課文化財係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731　FAX83-4070

料金無料
秘密厳守 11 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   8日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   8日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※10/28（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 8日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

1、8、15、22 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  1日（火）  9:30 ～11:30

【人権相談の問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
真岡市立図書館真岡市立図書館

★ハロウィンパーティー★★ハロウィンパーティー★
【とき】10月 30日（土）午後 1時～ 2時 30分　
【ところ】真岡市立図書館 ２階会議室
【内容】◆ひがし手品クラブによるマジックショー
　◆ひばりの会によるおはなし会
　◆ジル・シルバン先生の読み聞かせ
【参加料】無料　【申し込み】不要
　※仮装可能です。ぜひお越しください。

真岡市立図書館・二宮図書館真岡市立図書館・二宮図書館
読んだ本を絵で紹介しよう！読んだ本を絵で紹介しよう！

　読んだ本の感想を絵で表現してみませんか。
【対象】どなたでも可、真岡先着20人・二宮先着10人
【申込期間】10月 27日（木）～ 11月 27日（日）
　※カウンターで画用紙をお受け取りください。
　※作品は、ラミネート加工して展示後に返却します。
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　二宮図書館☎ 74-0286
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

　　がん検診啓発セミナー講演会がん検診啓発セミナー講演会
10月26日（水）13:30～ 15:3010月26日（水）13:30～ 15:30

市民会館大ホール　講師：アグネス・チャン氏市民会館大ホール　講師：アグネス・チャン氏

入場入場
無料！無料！

【問い合わせ】健康増進課成人健康係　☎ 83-8122 

11 月11 月のの情報センター講座情報センター講座
①デジカメ講座（取り込みから加工まで）･･･先着10 人
【とき】20日（日）午後2時～ 5時
【対象】Windowsの基本操作ができ、デジカメと付属の
　USBケーブルを持参可能な方
【内容】写真のデータのパソコンへの取り込み、簡単
　な加工
②年賀状作成講座･･･先着 10 人
【とき】26日（土）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】当センターのWord 講座履修者、または　
　Word の基本操作ができる方
【内容】Word2013 を使用し、年賀状の裏表面作成
＜①②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
※館内の修繕工事の都合により、急遽中止や日程が
　変更になる場合があります。
【申し込み・問い合わせ】10/21（金）10:00 ～電話受付
　情報センター ☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

第第111回1回大久保ふれあい交流会大久保ふれあい交流会
【とき】10月 29日（土）午前 10時～午後 1時
【ところ】自然ふれあい園 “大久保 ”
　※雨天時11:00～芋煮会のみ（市公民館真岡西分館）
【内容】芋掘り、芋煮会、
　ネイチャーゲーム、綿摘み
　体験など　 【参加料】無料
【持ち物】おわん、箸、軍手
【主催】もおか環境パートナー
　シップ会議
【問い合わせ】環境課環境計画係☎83-8241 FAX83-5896

会場

パチンコ店

高勢町入口高勢町入口


