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もおかスポーツクラブもおかスポーツクラブ
ビームライフル教室ビームライフル教室

誰にでも気軽にできるビームライフルの教室で
す。ビームライフルの全国大会出場経験のあるスペ
シャリストが基本から楽しく指導します。
【とき】2月 26日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】市附属体育館　【対象】小学３年生以上  先着30人
【参加料】高校生以上 500円、中学生以下 200円
※もおかスポーツクラブ会員の方は無料

【申し込み】2月23日（木）までに下記にて電話（平日
午前9時～午後5時15分）、ＦＡＸ、Eメールで受付
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　もおかスポーツクラブ（市総合体育館）  
　☎ 84-2811  FAX84-6258
　※FAX・Eメールの場合は氏名、住所、年齢（学年）、性別を明記

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】3月 9日（木）午前 10時～ 11時 15分
　（開始 5分前までに受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成28年 12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】2月 24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

【とき】2月26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】『高血圧、腎臓の働きに不安を感じている方の
　食事　早い！簡単！クッキング』　【講師】栄養士
【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 「まちなか保健室 ほっとステーション 田町館 田町館 」」
健康栄養講座健康栄養講座をを開催開催しますします

今年度ラストチャンスです！今年度ラストチャンスです！
3 月3月のの女性がん集団検診女性がん集団検診
　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。新規の方は申し込
みが必要です。検診を受けてがんを予防しましょう。
【受付】午後 1時～ 1時 45分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
2 日（木） 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

【とき】2月22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】『ロコモ予防～いつまでも自分の足で歩くために～』
【講師】食改さん（食生活改善推進員）

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

3 月3月のの情報センター講座情報センター講座
①タブレット入門講座
【とき】4日（土）午前10 時～午後1時
【対象】タブレットを使用したことがない方
【内容】タブレットの起動、終了方法などの基本操作
②初級パソコン講座（「初めてのパソコン講座」の内容含む）
【とき】4日（土）午後2時～ 6 時
【対象】パソコンを使用したことがない方
　初歩的な文字入力・マウス操作ができる方
【内容】パソコンの起動・終了方法、マウス操作、キー
　ボード操作、ファイルの保存、ウィンドウ操作等
③Word2013 基礎講座
【とき】5日（日）午前10 時～午後 5時 30 分
【対象】マウスの操作、文字入力ができる方
【内容】文字入力、文章作成、表作成、文字の装飾、
　立体文字や図の描写等
④ Excel2013 基礎講座
【とき】18日（土）午前10 時～午後 5時 30 分
【対象】マウスの操作、文字入力ができ、ワープロ操作の経験者
【内容】データの入力方法、関数（合計等）、表・グラフ
　の作成、集計、抽出、並べ替え等
⑤Power Point 基礎講座
【とき】19日（日）午前10 時～午後 5時 30 分
【対象】マウス操作と文字入力ができ、ワープロ操作の習熟者
【内容】Power Point2013 を使用し、プレゼンテー
　ションの作成、画面の切り替え、スライドのレイア
　ウト・デザイン等

＜①～⑤共通事項＞
【定員】各回先着 10人ずつ 【受講料】無料【申し
込み】2月 24 日（金）午前 10時から下記にて電
話受付【対象】市内在住または勤務の高校生以上

【申し込み・問い合わせ】
　情報センター ☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

3 月3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 9日（木） H28年 10月 10日　   ～ 10 月 31日生

9カ月児健診 17日（金） H28年 5月 15日～ 5月 31日生

1歳 6カ月児健診
3日（金） H27年 7月 22日　   ～ 8月 10日生

10日（金） H27年 8月 11日　   ～ 8月 31日生

3歳児健診 14日（火） H26年 2月 10日　   ～ 2月 28日生

2歳児歯科検診 27日（月） H27年 3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。

3 月の「マタニティ・子育て相談会」3 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】8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

認知症カフェ「カフェ里」認知症カフェ「カフェ里」
【とき】3月 6日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】グループホームきぬの里
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも参加可
【内容】手作り体験、相談など
【参加料】100円（おいしいコーヒーつき）
【申し込み】下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】
　グループホームきぬの里 ☎ 83-5355 
　いきいき高齢課地域支援係 ☎83-8132 FAX83-6335 

市民市民
講座講座

料理教室料理教室
「万能調味料を作る」「万能調味料を作る」

　麹ともち米を使った万能調味料作りと、万能調味
料を使った簡単な料理を行います。
【とき】3月 3日（金）　午前 9時～正午頃
【ところ】市公民館山前分館 調理室【ところ】市公民館山前分館 調理室
【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　
【受講料】1,500 円【受講料】1,500 円
【持ち物】エプロン、三角巾、持ち帰り用容器（蓋【持ち物】エプロン、三角巾、持ち帰り用容器（蓋
　付きで大きめのもの）　付きで大きめのもの）
【申し込み】2月 21日（火）から下記にて【申し込み】2月 21日（火）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】市公民館山前分館
　☎ 82-2802  FAX 83-6146  （日・月曜・祝日休） 平成 29 年度

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市芸術鑑賞会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731　FAX83-4070

【会員特典】

映画が無料映画が無料 芸術鑑賞会が主催する、おおむね年間
7本以上の映画が無料で観られます

チケットチケット
割引割引

市民会館主催の自主事業が 500 円
割引（本人のみ）

チケットのチケットの
先行購入先行購入

市民会館主催の自主事業のうち、
一部の事業で先行購入ができます
（先行購入できる枚数は、事業によ
り異なります）

観劇ツアー観劇ツアー
への参加への参加

芸術鑑賞会主催の都内観劇ツアーに参
加できます（大型バス1台40人限定）

催し物案内催し物案内 映画会や自主事業の日程を、ハガキ
またはEメールでお知らせします

【入会方法】文化課（市公民館内）に備え付けの申
　込用紙に必要事項を記入し、年会費 2,500 円を
　添えて同窓口へ、直接申し込みください。　
　※映画会会場でも受付できます。
【その他】◆高校生以上であれば、真岡市内外を問
わず入会可 ◆年会費 2,500 円 ◆有効期限は平成
29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 
　◆映画会の上映作品は、手配の都合上未定

『『真岡市芸術鑑賞会真岡市芸術鑑賞会』』会員募集会員募集

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「疾風ロンド」「疾風ロンド」

【とき】2月 18日（土）　
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】1時間 49分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円　
　小人（4歳以上）500円　3歳以下無料
　※全席自由　※平成 28年度芸術鑑賞会会員 無料
【出演】阿部寛、大倉忠義、大島優子、柄本明 ほか

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

ヤング女性がん検診ヤング女性がん検診
【とき】3月5日（日）（受付：午前9時～10時30分）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住で、平成28年度子宮頸がん・乳がん
　検診を受けていない方
検診の種類検診の種類
（内容）（内容） 対象者対象者 先着先着 自己自己

負担金負担金
子宮頸がん検診 20～39歳の女性 75人 400 円
乳がん検診 30～39歳の女性 50人 200 円
【申込方法】下記窓口または【申込方法】下記窓口または電話、FAX、Eメール受付
【問い合わせ】Eメール kenkou@city.moka.lg.jp
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

第 45 回 こらぼ茶話第 45 回 こらぼ茶話
足つぼマッサージで足つぼマッサージで
元気にアクション！元気にアクション！

　足つぼマッサージを学びながら体験して、日々の
活動の活力にしましょう。
【とき】3月9日（木）　午後1時30分～3時30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 205 和室
【対象】市内在住または勤務・通学の方　先着10人
【参加料】500円　【講師】久松 信介 氏　
【申し込み】下記窓口または電話受付
　※当日は素足になれる格好でお越しください。
【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）

現在受付中現在受付中

オピママ なかよしコンサートオピママ なかよしコンサート
　親子で一緒に楽しめる音楽会で
す。お気軽にお越しください。
【とき】2月 26日（日）
　午後1時30分開演（開場：午後1時）
【ところ】市民会館 小ホール
【内容】ブラスバンド（宇都宮ブラスソサエティ）
　オペレッタ『てぶくろ』、ピアノと一緒にみんな
　で歌おう、ボディーパーカッション
【入場料】無料　【申し込み】不要
【問い合わせ】生涯学習課
　☎ 82-7151　FAX83-4070（日曜・祝日休）


