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根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室  
春を探しに出かけよう春を探しに出かけよう

　厳しい冬を乗り越え、生き物たちが動き始める季
節がやってきました。早春の雑木林や水辺の様子を
楽しく観察します。ヒキガエルのカエル合戦が見ら
れるかもしれません。
【とき】3月26日（日）午前9時30分～11時 30分
　※雨天決中止
【ところ】根本山自然観察センター
【参加料】無料
【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）
【服装】野外を歩きやすい服装、長靴
【申し込み】現在受付中。下記にて電話受付

【申し込み・問い合わせ】　根本山自然観察センター 
　☎ 83-6280 FAX83-4624(月曜・祝日の翌日休み）

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

　伝統の真岡もめんの着物を着付けてもらい、門前
まちあるきをしてみませんか。ランチ付などのお得
なコースもご用意しています。
【とき】4月 9日、23日、5月 7日、28日（各日曜日）
【価格】①着付けのみ                         3,000 円
　② COCOROのパスタランチ＆着付け 4,000 円
　③COCOROのランチコース＆着付け  5,000 円
　④観光物産館お土産金券＆着付け　　　4,500 円
【申し込み】開催前日まで受け付けします。
　※詳しくは観光協会ホームページをご覧ください。
（http://www.moka-kankou.org/）

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】3月27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 
　（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

【とき】3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　【講師】栄養士
【内容】『骨粗しょう症、むせやすい方』
【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」
健康栄養講座健康栄養講座をを開催開催しますします

4 月4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】15日（土）午後2時～ 5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初めてのパソコン講座
【とき】23日（日）午後2時～ 5時
【対象】パソコンを使用したことがない方
【内容】パソコンの起動、終了方法、初歩的なマウス
　の操作、キーボード操作など

＜①、②共通事項＞
【定員】各回先着 10人ずつ 【受講料】無料【申し
込み】3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）

4 月4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
6日（木） H28年 11月 1日　   ～ 11 月 20日生

21日（金） H28年 11月 21日　   ～ 12 月 15日生

9カ月児健診 7日（金） H28年 6月 1日～ 6月 29日生

1歳 6カ月児健診 14日（金） H27年 9月 1日　   ～ 9月 24日生

3歳児健診
11日（火） H26年 3月 1日　   ～ 3月 20日生

25日（火） H26年 3月 21日　   ～ 4月 11日生

2歳児歯科検診 24日（月） H27年 4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。

4 月の「マタニティ・子育て相談会」4 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】12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

「版画展 池田満寿夫と周辺の画家たち展」「版画展 池田満寿夫と周辺の画家たち展」
関連ワークショップ関連ワークショップ

メディウムはがし刷り版画に挑戦！メディウムはがし刷り版画に挑戦！
　アクリル画に使われるジェルメディウムで絵をは
がして紙に刷るという、近年生まれた新しい凹版画
の技法を使い、グリーティングカードを作ります。
【とき】4月 9日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】久保記念観光文化交流館
　 観光まちづくりセンター　
【対象】小学生以上　先着16人　※小学生は保護者同伴
【参加料】200円　
【持ち物】下絵（サイズは 10× 15cm以内）
　※当日、ご用意した下絵から選ぶこともできます。 
【その他】汚れても良い服装でお越しください。
【申し込み】下記窓口または電話受付

【問い合わせ】久保記念観光文化交流館 
　☎ 82-2012（FAX兼用）（火曜休） 

まちなか保健室 まちなか保健室 
「ほっとステーション駅前館・田町館」「ほっとステーション駅前館・田町館」

ご利用のご案内ご利用のご案内
　まちなか保健室・ほっとステーションは、どなた
でも気軽に立ち寄れ、日頃の健康や生活習慣につい
て話をしたり、健康づくりに関する情報を得たりで
きるほか、保健師または看護師または助産師による
健康相談やミニ健康チェックができます。
　買い物や、ウォーキングの途中などにご利用ください。

2 館共通事項2 館共通事項
【開館日】毎日（年末年始を除く）午前９時～午後５時
【健康チェックの設備】血圧計、体脂肪計、血管年
　齢測定計、体組成計、赤ちゃんの体重測定

駅前館駅前館
【健康相談のできる日】毎日　午前10時～午後3時まで
【電話番号】080-9990-3998　
【駐車場】キューロク館（無料）

田町館田町館
【健康相談のできる日】火曜～日曜日　午前10時～
　午後 1時まで　【電話番号】080-8096-9918
【駐車場】中央商店街駐車場（無料）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

みんなのひろば

●書道愛好会会員募集
　漢字、臨書、かな、ペン字などを学習しています。
初めて筆を持つ方、基本から学び直したい方など、小
学生から幅広い年齢層で楽しく勉強しています。体験
入学もできますので、お気軽にご連絡ください。
【とき】第 2、4土曜日 13:00 ～ 16:00
【ところ】市公民館
【会費】大人 2,000 円 / 月、小人 1,000 円 / 月
【問い合わせ】☎ 82-1169（河村）

第 22 回真岡市音楽祭第 22 回真岡市音楽祭
参加団体募集参加団体募集

　平成 29年秋に開催の第 22回真岡市音楽祭にお
いて、音楽団体を募集します。
【とき】平成29年11月12日（日）午前9時30分開演
　午後５時終演（予定）　
【ところ】市民会館 大ホール
【申し込み】4月28日（金）までに下記窓口にて受付
　※要領および申込書は、市民会館ホームページか
　　らダウンロードしてください。（https://www.city. 
　　moka.tochigi.jp/10,25622,34,526.html）
【申し込み・問い合わせ】真岡市音楽祭実行委員会
　事務局（真岡市教育委員会文化課内）　
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月・祝日休）

子どもの里親に子どもの里親に
なりませんか？なりませんか？

　「親が病気やけがをしてしまった」「親から虐待を
受け、家庭に置いておけない」「望まない妊娠をし
てしまい、生まれてくる子を育てられない」など、
さまざまな事情により家庭で暮らすことができない
子どもたちがいます。
　里親制度は、このような子どもたち
を実の親に代わり、家庭的な環境のも
とで養育するための制度です。
　栃木県では、より多くの県民の方々
に里親制度について知っていただき、
里親になっていただける方を求めてい
ます。里親になるためには特別な資格は必要ありま
せん。子どもの養育に理解があり、熱意と愛情を持っ
ている方で、一定の条件を満たしていれば里親にな
ることができます。
　子どものために何かをしてあげたいと考えている
方、子どもを養育してみたい方、あなたも子どもの
里親になりませんか。
　※里親になるには、基礎研修と認定前研修を受け
　　ることが必要です。
　詳細は、下記までお問い合わせください。　　

【問い合わせ】
　■栃木県中央児童相談所 相談調査課 里親担当　
　☎ 028-665-7830　FAX028-665-7831　
　E ﾒｰﾙ：chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp
　■児童家庭課児童家庭係☎83-8131 FAX82-2340　平成 28年度中に市の特定健診・がん

検診を受診された方で、「要精検」判定
を受けた方は精密検査が必要な方です。
　あなたの健康維持のため、結果書、紹
介状、健康保険証を持参し、早めに医療機関を受診
してください。

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

健康増進課からのお願い健康増進課からのお願い
忘れていませんか？精密検査受診忘れていませんか？精密検査受診

　特定健診受診者わくわくプレゼントの「平成 28
年度真岡井頭温泉・あぐ里っ娘・道の駅にのみや利
用補助券」は3月31日（金）
が使用期限です。
忘れずにご利用ください。

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

国保の方で利用補助券をお持ちの方！国保の方で利用補助券をお持ちの方！
今月今月がが使用期限です！使用期限です！

▲利用補助券


