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第 43 回 こらぼ茶話第 43 回 こらぼ茶話
アロマキャンドルを作ろう♪アロマキャンドルを作ろう♪
　世界に一つだけのアロマキャンドルを作ってみませんか。
【とき】12月 7日（水）午前 10時～正午
【ところ】二宮コミュニティセンター 研修室
【対象】市内在住または勤務・通学の方　先着20人
【参加料】400円　【持ち物】小瓶またはグラス2個、エプロン
【講師】スマ・切り絵クラブ 藤田 ヒサ子氏　
【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）

女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
施設検診は受けましたか？施設検診は受けましたか？
　検診終了日の間近は大変込み合いますので、受診
券をお持ちの方は早めに受診してください。検診は、
集団か施設のどちらか年度内１回です。新たに施設
検診をご希望の方は、下記申し込み先までご連絡く
ださい。
【検診終了日】平成29年 2月 28日（火）　※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸部がん検査のみ 800円

30歳以上

子宮頸部がん
および体部がん検査

（体部がん検診は医師が必要
と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部がん
のみは
800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上でﾏ
ﾝﾓｸﾞﾗﾌｨを希望
しない方

40歳～49歳 視触診
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（2方向） 600円

50歳以上 視触診
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（1方向） 500円

【対象医療機関】
医療機関医療機関 電話番号電話番号

子
宮
が
ん
検
診

岡田・小松崎クリニック 84-1941
小菅クリニック　要予約 84-3511
柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院　
月曜日～金曜日の午前 11時までに受付 82-2195

ひがのクリニック 74-0051

乳
が
ん
検
診

医療機関 検査内容 電話番号
金子医院 要予約 ①・② 83-2818
鬼怒ヶ丘クリニック 要予約 ①・② 84-1124
亀山クリニック 要予約 ①・② 83-3212
ふじた外科内科クリニック 要予約 ①・② 80-2877
芳賀中央クリニック ① 028-677-5581
高野医院 要予約 ① 82-3162
柳田外科肛門科医院 ① 82-5525
福田記念病院 要予約 ① 84-1171
芳賀赤十字病院
社会課で予約 要予約 ② 82-2195

社会課
※検査内容：①※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

１１/２８（月）１１/２８（月）オープンオープン
まちなか保健室ほっとステーション田町館まちなか保健室ほっとステーション田町館
先着500人にオリジナルペンをプレゼント！先着500人にオリジナルペンをプレゼント！
【開室日】毎日（年末年始を除く）午前9時～午後5時
【健康相談日】火曜日～日曜日 午前10時～午後1時
【ところ】田町2203-1（旧直井毛糸店1階）　【利用料】無料
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619
　まちなか保健室田町館　☎ 080-8096-9918

料金無料
秘密厳守 12 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  7日（水）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 13日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※12/2（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

13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

6、13、20、27 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 6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

認知症講演会認知症講演会
『今日からはじめる認知症予防』『今日からはじめる認知症予防』
～楽しく声を出して脳を活性化しよう～～楽しく声を出して脳を活性化しよう～
【とき】12月 11日（日）午後1時30分～3時 30分【とき】12月 11日（日）午後1時30分～3時 30分
【ところ】市民会館小ホール　【ところ】市民会館小ホール　
【対象】認知症に関心のある市民、医療・福祉・介【対象】認知症に関心のある市民、医療・福祉・介
　護等の関係者　【参加料】無料　護等の関係者　【参加料】無料
【講師】NPO法人スリーA 増田 末知子氏【講師】NPO法人スリーA 増田 末知子氏
　※認知症を描いた映画「折り梅」のモチーフになっ認知症を描いた映画「折り梅」のモチーフになっ
　　た予防デイサービス所長。「あかるく・あたま　　た予防デイサービス所長。「あかるく・あたま
　　をつかって・あきらめない」という認知症予防　　をつかって・あきらめない」という認知症予防
　　策「スリーA」を提唱しています。　　策「スリーA」を提唱しています。
【【申し込み】下記にて電話受付　※定員になり次第、受付終了申し込み】下記にて電話受付　※定員になり次第、受付終了
【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 FAX 83-6335

　  12 月の図書館だより　  12 月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫13、20、27日（火）午前１０時～
【内容】ジル・シルバン先生による英語の絵本の  
　　読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 10日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 10 日（土）午後 2時～
　「日本の昔ばなし」から『鶴の恩返し』『宝ひょう
　たん』『若返りの水』の 3話（30分）
≪おはなしの森≫ 17 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 20 日（火）午後 2時～
　「紅白が生まれた日」（72分）
≪幼児向けおはなし会（クリスマス スペシャル）≫
　23日（金）午前10時～
　講談社全国訪問おはなし隊がやってくる講談社全国訪問おはなし隊がやってくる
　絵本がたくさんのったキャラバンカー見学とおは
なし会を行ないます。
【とき】11月 27日（日）
　キャラバンカー見学：午後 2時 30分～ 3時
　おはなし会：午後 3時 10分～ 3時 40分
【参加料】無料　【申し込み】不要

　障害者週間特別イベント障害者週間特別イベント
『地元図書館と女子高生と障がいを持った仲間が手を組んだ！』『地元図書館と女子高生と障がいを持った仲間が手を組んだ！』
　絵本の読み聞かせ、お絵描きワークショップを行
います。コットベリーちゃんもやって来ます。
【とき】12月 3日（土）午後 1時 30分から
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫1日（木）午前10時～
≪スタッフの読み聞かせ≫18日（日）午後2時～
≪三つ子の魂育成事業≫27日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪クリスマスのお話会≫ 24日（土）午後2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 24日（土）午後2時30分～
　「ミッキーマウス」から『ミッキーの大演奏会』　
　『ミッキーの引越し大騒動』『ミッキーの夢物語』
　の 3話（28分）
≪映写会（大人向け）≫ 15日（木）午後2時～
　「極北ラプソディ 後編」　（73分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

≪ 12月の休館日≫（真岡・二宮）
　5・12・19・26日
≪年末年始の休館日≫（真岡・二宮）
　12月 29日～ 1月 3日

　 12 月 12 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】17日（土）午前10時～11時
【ところ】青年女性会館1階研修室女性室
【対象】市内在住・勤務の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 13cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの　【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234

ちゃれんじもおかちゃれんじもおか
バーデ deエクササイズバーデ deエクササイズ
体験教室参加者募集体験教室参加者募集

　自由参加型のバーデプール教室です。水中ウォー
キングや音楽に合わせ楽しく体を動かし、無理なく
シェイプアップ、筋力アップができます。
【募集コース】  1 ～ 2月コース：40人 
【ところ】 真岡井頭温泉内バーデプール
【内容】2ヶ月間でバーデプールレッスンを 5回、　
　自由に選んで参加　
【対象】30～ 64歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・コレ
　ステロールなどが気になり運動したいと考えている方
【申し込み】下記へ電話・Eメールで申し込み。申
し込んだ方は、12 月 22 日（木）までに下記窓
口までお越しください。事業の説明および参加パ
スポートをお渡しします。
　※お一人様、年 1回 1コースの参加
【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 

　2016　2016サンタサンタのの贈贈りり物物
配達ボランティア募集！配達ボランティア募集！
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きません
か。詳細は下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】「サンタの贈り物」実行委員会事務局
　生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休） 根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室

落ち葉落ち葉ののプールプールをを作って遊ぼう！作って遊ぼう！
　熊手で雑木林の落ち葉をかき集め、大きな山を
作ってプールにします。
【とき】12月 11日（日）午前 10時～正午　10時～正午　
　※雨天中止　※雨天中止　　【ところ】根本山自然観察センター【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加可　先着 30人【対象】どなたでも参加可　先着 30人
　（小学 4 年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料　（小学 4 年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】汚れても良い動きやすい服装、防寒具【持ち物等】汚れても良い動きやすい服装、防寒具
　（手袋、お持ちの方は毛糸の帽子）　（手袋、お持ちの方は毛糸の帽子）
【申し込み】11月27日（日）午前8時30分から【申し込み】11月27日（日）午前8時30分から電話受付話受付
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター　
　☎83-6280  FAX 83-4624  （月曜・祝日の翌日休み）

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター

料料理理講習会参加者募集講習会参加者募集
　かきごはん、変わりトンカツ、里芋のとろとろ煮、
ほうれん草辛子マヨネーズ和え、リーフパイを作り
ます。
【とき】12月 13日（火）午前 9時 30分～午後 1時
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】60歳以上の市民の方　先着 24人
【参加料】500円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭き
【申し込み・問い合わせ】真岡市シルバー人材センター
　☎84-1110　FAX84-1109（月～金8:30～17:00）

【ところ】久保記念観光文化交流館内 観光まちづくりセンター
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】4日（日）、18日（日）午後 2時から
【参加料】無料
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】1日（木）、15日（木）午前 10時から
【参加料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】3日（土）、17日（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】8日（木） 、22日（木）午前 9時 30分から
【参加料】実費負担

  12 月12月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【問い合わせ】市観光協会  ☎ 82-2012 （FAX兼）

≪12月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

7日
（水）

  9:30 ～ 11:30 JAはが野 本店
13:00 ～ 15:00 福田記念病院・真岡中学校
15:40 ～ 16:30 栃木銀行 真岡支店

15日
（木） 9:30 ～ 16:00 真岡ライオンズクラブ

（ザ・ビッグエクストラ真岡店）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619 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】11月 25日（金）午前9時から電話受付

【お詫びと訂正】Weekly Newsもおか11/18号に
掲載しました「すこやか赤ちゃん教室」の【対象】
について誤りがありました。正しくは上記のと
おりとなります。お詫びして訂正いたします。

【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619


