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(C)SUPERKIDS

12 月12 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 2日（金） H28年 7月 13日　     ～ 7 月 31日生

9カ月児健診 9日（金） H28年 2月 7日～ 2月 29日生

1歳 6カ月児健診 16日（金） H27年 5月 1日　   ～ 5月 20日生

3歳児健診
6日（火） H25年 11月 1日　   ～ 11 月 20日生

20日（火） H25年 11月 21日　   ～ 12 月 10日生

2歳児歯科検診 19日（月） H26年 12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）、タオル（歯科検診のみ）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

12 月の「マタニティ・子育て相談会」12 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】14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

12 月の12 月の
子育て支援センター＆サロン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
（こっこひろば）

月～日（29日・30日・31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
（ぴよぴよひろば）

月～金（29日・30日・31日土・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）

6日･13日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム13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）

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

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

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

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

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

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（2・6・20・22・29・
30・31・土・日・祝日は除く）
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】
3日（土）午前10時30分～ クリスマスファミリーコンサート
5日（月）午前10時45分～ 子育て健康相談・身体測定
8日（木）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム
13日（火）午前10時45分～ リズムで遊ぼう
16日（金）午前10時45分～ オピママと遊ぼう

【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】
7日（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

26日（月） 午前 11時～
トライフル（シルバー
サロンとの交流事業）
～童謡を一緒に歌いま
しょう～

【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】
14日（水）・16日（金）
午前 11時～ 体育遊び

19日（月）午前10時 45分～ 三つ子のふれあいタイム
21日（水） 午前 10時～ クリスマス会

【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】12月 7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】市内保育所、認定こども園等

12 月12 月のの情報センター講座情報センター講座
年賀状作成講座･･･先着 10 人
【とき】4日（日）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】◆市内在住または勤務の高校生以上の方 
　◆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
【受講料】無料
【申し込み】電話受付のみ

情報センターからのお知らせ情報センターからのお知らせ
　12 月に開催を予定していました「インターネッ
ト・メール基礎・安全講座」は、１月以降へ移動と
なりました。
　詳細の日程は来月以降のウィークリーニュースで
ご確認下さい。

【申し込み・問い合わせ】11/25（金）10:00 ～電話受付
　情報センター ☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

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！

12 月12 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
4（日）、7（水）、9（金）
12（月）、19（月）、20（火） 総合福祉保健センター

14（水）、15（木） 市公民館西分館

【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
6（火） 二宮コミュニティセンター
14（水） 総合福祉保健センター

【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

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】11月28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
【内容】認知症についての相談　【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

  クリスマスファミリーコンサートクリスマスファミリーコンサート
お子さんと一緒に楽しいクリスマスを過ごしませんか。

【とき】12月3日（土）　午前10時30分から
【ところ】第一子育て支援センター
【対象】就学前のお子様とその保護者
【内容】サンタクロースと歌おう、ピアノ連弾など
【参加料】無料
【出演】小倉伸一 氏ほか「響和会」メンバー
【申し込み】不要。直接会場へお越しください。

【問い合わせ】
　第一子育て支援センター☎ 84-1545（FAX兼）

おとなのクラフトおとなのクラフト
クリスマスリースづくりクリスマスリースづくり

　雑木林で材料を集めてきて、自然素材のクリスマ
スリースを作ります。　※雨天決行
【とき】11月 29日（火）、30日（水）午前10時から
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】一般の方　各日先着 10人
【持ち物等】動きやすい服装、運動靴、ビニール袋、
筆記用具、エプロン、木工用ボンド、グルーガン、
ピンセット、おてふき、お弁当（ゆっくり作りたい方）

【参加料】無料【参加料】無料
【申し込み】11月 19日（土）から【申し込み】11月 19日（土）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時）　（午前 8時 30分～午後 5時）
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター
 ☎83-6280  FAX 83-4624  （月曜・祝日の翌日休み）

第7回第7回  にのみや地区公民館まつりにのみや地区公民館まつり
【とき】11月 27日（日）午前9時から　※雨天決行
【ところ】二宮コミュニティセンター
【駐車場】生涯学習館（旧二宮文化会館）
【内容】芸能発表、二宮地区の園児・児童・生徒・
愛好会等による作品展示、地域公民館対抗玉入
れ大会、模擬店、子どもお楽しみコーナー、カレー
ライスの無料配布など

【主催】にのみや地区公民館まつり実行委員会
【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎ 74-0107　FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

フードバンクがモオカを救う！フードバンクがモオカを救う！
～貧困を打ち破る手段を学ぶ～～貧困を打ち破る手段を学ぶ～

　フードバンク事業の事例紹介、今後のフードバン
クについてなどのお話をします。
【とき】11月 29日（火）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 203 会議室
【対象】フードバンク事業に興味のある方　先着20人
【参加料】無料
【講師】認定ＮＰＯ法人とちぎボランティアネットワーク 
　徳山 篤 氏
【主催】ＮＰＯ法人ま ･わ ･た　
【申し込み】下記窓口または電話受付

【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522　 FAX 81-5558（月・祝日休館）

11/23（水・祝）真岡市大産業祭11/23（水・祝）真岡市大産業祭
使用済小型家電使用済小型家電をを回収回収しますします
　真岡市大産業祭と同日開催の消費者まつり環境展
で、使用済小型家電のイベント回収を実施します。
　小型家電制度対象品目全てを回収しますので、ご家
庭で不要となった小型家電（エアコン、テレビ、冷蔵・
冷凍庫、洗濯・衣類乾燥機を除く）をお持ちください。
当日お持ちいただいた方に、粗品を贈呈します。
【とき】11月23日（水・祝）午前10時～午後３時
【ところ】市民会館南側芝生広場
【申し込み・問い合わせ】環境課清掃係
　☎ 83-8126　FAX 83-5896

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】12月 8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 9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】11月 25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

映画会映画会「超高速！参勤交代リターンズ」「超高速！参勤交代リターンズ」
【とき】11月 19日（土）【とき】11月 19日（土）①14:00 ～ ② 18:30 ～① 14:00 ～ ② 18:30 ～
【ところ】市民会館大ホール　※詳しくは下記まで【ところ】市民会館大ホール　※詳しくは下記まで
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

市民市民
講座講座
親子クリスマスケーキ親子クリスマスケーキ
デコレーション講座デコレーション講座

　5号サイズのクリスマスケーキをデコレーションします。
【とき】12月 24日（土）午後1時30分～3時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館 調理室【ところ】市公民館真岡西分館 調理室
【対象】市内在住の幼稚園（または保育所）年中児から【対象】市内在住の幼稚園（または保育所）年中児から
　　小学生の親子　先着 16 組小学生の親子　先着 16 組
【受講料】1,700 円程度（1家族）【受講料】1,700 円程度（1家族）
【持ち物等】エプロン、三角巾、手拭用タオル、マスク、【持ち物等】エプロン、三角巾、手拭用タオル、マスク、
ハンドミキサー、クリーム用へらハンドミキサー、クリーム用へら

【申し込み】11月 24日（木）から下記窓口または【申し込み】11月 24日（木）から下記窓口または
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】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）


