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男女共同参画セミナー男女共同参画セミナー

「イクボスの力が組織を「イクボスの力が組織を
　変える、企業を伸ばす」　変える、企業を伸ばす」

　国を挙げて取り組んでいる女性活躍
推進は、育児に積極的にかかわるイク
メンの活躍と、女性やイクメンに理解を
示し、励まし、個々のポテンシャルを最
大限に活かす真のマネジメント力を備え
たイクボスの存在が欠かせません。セミ

ナーでは、現在の社会状況を知り、イクボスに必要
な知識とマネジメントスキルをお伝えします。
【とき】12月20日(火 )　午後6時30分開場、午後7時開演
【ところ】市民会館 小ホール
【講師】㈲フェードイン 代表取締役　工藤　敬子 氏
【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係 
　☎ 82-7151 FAX83-4070

市民市民
講座講座 一閑張り講座一閑張り講座
　丈夫な籠バッグを作ります。竹の籠に和紙や布を
貼り重ね、柿渋を塗って仕上げます。
【とき】1月19日、26日、2月2日、9日、16日
　(毎週木曜日、全5回 )午後1時 30分～3時 30分午後1時 30分～3時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館  【ところ】市公民館真岡西分館  
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人程度【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人程度
【受講料】7,000 円（材料代）【受講料】7,000 円（材料代）
【持ち物】裁縫道具、布切りばさみ、紙切りばさみ、【持ち物】裁縫道具、布切りばさみ、紙切りばさみ、
定規、筆記用具（籠バッグのすべての材料は西分定規、筆記用具（籠バッグのすべての材料は西分
館で用意しますが、自分のお気に入りや思い出の館で用意しますが、自分のお気に入りや思い出の
生地を使うこともできます）生地を使うこともできます）

【申し込み】12月 16 日（金）から【申し込み】12月 16 日（金）から下記窓口または
　電話、 FAXで受付（午前8時30分～午後5時15分）で受付（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）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
冬越し中の生き物探し冬越し中の生き物探し

　冬、里山の生き物たちは寒さをしのぐために、い
ろいろなところに隠れています。雑木林や水辺で冬
越しの様子を楽しく観察します。　※雨天中止※雨天中止
【とき】1月 14日（土）午前 10時～正午午前 10時～正午
【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】どなたでも参加できます。　先着 30人【対象】どなたでも参加できます。　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】動きやすい服装、防寒具、軍手【持ち物等】動きやすい服装、防寒具、軍手
【申し込み】12月 18日（日）から下記にて【申し込み】12月 18日（日）から下記にて電話受付話受付
　（午前 8時 30分から）　（午前 8時 30分から）
【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）

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】1月 11日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター　202会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方　【受講料】無料
【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

【とき】12月 25日（日）午前 10時～午後 1時
　※栄養士による講話は30分程度で、その後、個別
　　相談ができます。
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】『コレステロールが気になる方　早い！簡単！
　クッキング』　【講師】栄養士会県東支部
【申し込み】ほっとステーション田町館
　☎ 080-8096-9918（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 FAX83-8619

「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」
健康講座健康講座をを開催開催しますします

【とき】12月21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」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】『脳卒中について学びましょう！血管年齢も
　測ってみよう！』
【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 FAX83-8619

「まちなか保健室 ほっとステーション駅前館」「まちなか保健室 ほっとステーション駅前館」
健康講座健康講座をを開催開催しますします

　　 ～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】1月 14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】12月 22日（木）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

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】1月 12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 10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】12月 22日（木）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

生涯骨太クッキング生涯骨太クッキング
　鮭とチーズのコロッケ、青菜とカッテージチーズ
のおひたし、野菜たっぷり味噌汁を作ります。
【とき】1月30日（月）　午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の成人の方　先着 24人
【参加料】1人 600 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】12月 19日（月）から下記にて電話受付12月 19日（月）から下記にて電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【主催】市食生活改善推進員協議会　
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122　FAX83-8619

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　分かりやすい講話や演奏で、クラシック
音楽に親しんでみませんか。
【とき】1月20日（金）午後6時30分～8時
【ところ】市民会館小ホール
【内容】『ヴァイオリンの名曲で辿るクラシック音楽の歴史』
【講師】ヴァイオリン：奥村　琳 氏、ピアノ：小林　清美 氏
【定員】300人（文化課で事前に整理券を配布しています）
【参加料】無料　

【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731　FAX83-4070

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
　

　延期の詳細日程につきましては、来月以降のウィー
クリーニュースもおかでご確認いただくか、下記へお
問合せ下さい。
【申し込み・問い合わせ】
　情報センター ☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

◆1月に開催を予定していた「タブレット入門講
　座」は空調修繕工事のため延期となりました。
◆1月以降へ延期となっていた「インターネット・
　メール基礎・安全講座」は 2月以降の開催と
　なりました。

【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107  FAX 74-0187（日・月曜・祝日休）
　※年末年始（12/29 ～1/3）は休館

参加者募集！
第25 回  第25 回  にのみやにのみや『たこあげ大会』『たこあげ大会』
～自分で作ったたこを～自分で作ったたこを

大空高く飛ばしてみませんか！～大空高く飛ばしてみませんか！～
【とき】1月 15日（日）午前 10時から
　※雨天時 1月 22日（日）に延期
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園（砂ヶ原橋南左岸側）
【内容】①手作りのたこあげ（子ども部門、一般部門）
　②アイデアデザイン審査・あがり具合審査（各賞あり）
　③赤城凧の会による大だこあげ
【対象】子ども部門（幼児～小学生）、一般部門（中学生以上）
【参加資格】手作りだこであればどなたでも参加可
【参加料】無料
【申し込み】1月 6日（金）までに下記にて電話受付
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砂ケ原橋砂ケ原橋

第 48回第 48 回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
～あたたかお鍋やお弁当の食材をぜひどうぞ～～あたたかお鍋やお弁当の食材をぜひどうぞ～
【とき】12月18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】人気の鮭、むきさめの大特価、旬のりんご
やみかんなど取り揃え、好評しじみ汁の無料配布、
1,000 円以上の購入の方に粗品プレゼント（数量
限定）、市場特製イカ入り焼きそば販売など

【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会 
　☎ 82-8585  FAX 84-0225

1 月1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 12日（木） H28年 8月 1日　     ～ 8 月 28日生

9カ月児健診
6日（金） H28年 3月 1日～ 3月 25日生

27日（金） H28年 3月 26日～ 4月 20日生

1歳 6カ月児健診
13日（金） H27年 5月 21日

　   ～ 6月 12日生

20日（金） H27年 6月 13日
　   ～ 6月 30日生

3歳児健診 17日（火） H25年 12月 11日　   ～ 12 月 31日生

2歳児歯科検診 30日（月） H27年 1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、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）、
　歯ブラシ・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。

1 月の「マタニティ・子育て相談会」1 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】11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

栃木県在宅医療連携拠点整備促進事業栃木県在宅医療連携拠点整備促進事業
市民公開講座市民公開講座
「いのちに囲まれて生きていく」「いのちに囲まれて生きていく」

～在宅ホスピス医からのメッセージ～～在宅ホスピス医からのメッセージ～
【とき】1月22日（日）午前10時から【とき】1月22日（日）午前10時から
　（開場：午前 9時 30分から）　　（開場：午前 9時 30分から）　
【ところ】市民会館小ホール【ところ】市民会館小ホール
【定員】300人　【入場料】無料【定員】300人　【入場料】無料
【講師】内藤 いづみ氏【講師】内藤 いづみ氏
　（山梨県甲府市ふじ内科クリニック院長）　（山梨県甲府市ふじ内科クリニック院長）
【申し込み】1月 16日（月）までに下記窓口または【申し込み】1月 16日（月）までに下記窓口または
　　電話受付電話受付

【申し込み・問い合わせ】
　芳賀郡市医師会 ☎ 82-3185 FAX82-3145
　いきいき高齢課地域支援係 ☎ 83-8132 FAX83-6335


