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5 月5 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（金） H28年 12月 16日～H29年 1月11日生

9カ月児健診 11日（木） H28年 6月 30日～ 7月 23日生

1歳 6カ月児健診
19日（金） H27年 9月 25日　   ～ 10 月 10日生

26日（金） H27年 10月 11日　   ～ 10 月 31日生

3歳児健診 16日（火） H26年 4月 12日　   ～ 4月 30日生

2歳児歯科検診 29日（月） H27年 5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。

5 月の「マタニティ・子育て相談会」5 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】10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

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！

5 月の集団健診5月の集団健診
　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
8 日（月）、9日（火）、
15日（月）、19日（金）、
31日（水）

総合福祉保健センター

10日（水） 市公民館真岡西分館
17日（水）、18日（木） 中村農村環境改善センター
23日（火）、24日（水） 長沼地域体育館（旧長沼北小）
【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歳の方および5歳刻みで
41～71歳になられる方 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

16 日（火） 大内農業構造改善センター
【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

科学教育センター 4月科学教育センター 4月のの案内案内
★プラネタリウム春の夜間特別公開★
　「春の星空にまつわる物語」
【とき】４月 28日（金）午後７時から　
　※途中入場不可（投影時間約 50分）
【観覧料】高校生以上 200円、4歳～中学生 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
★夏休み特別公開　団体専用期間★
　プラネタリウム観覧、ものづくり教室などを行いプラネタリウム観覧、ものづくり教室などを行い
ます。詳細はご相談ください。ます。詳細はご相談ください。
【とき】７月 25日（火）～ 29日（土）
　① 9:00 ～ 10：30 ② 10:30 ～ 12:00　
　③ 13:30 ～ 15:00　※①～③のいずれかを選択
【申し込み】4月 24日（月）から下記にて電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　※先着順
【問い合わせ】科学教育センター　☎ 83-6611 

第52回第 52回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】4月23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】小玉スイカ、柑橘類の特売、初がつお、銀鮭、
　春の旬の野菜、果物、魚などの販売　ほか
【出店者募集】開放デーで一緒にお菓子や雑貨など
　を販売してみませんか。詳しくは下記までお問い
　合わせください。
【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会 
　☎ 82-8585  FAX 84-0225

春春ののこども体操教室こども体操教室
　前まわりや後ろまわりなど体操の基礎を学びま
す。トランポリンを使った楽しい運動もあります。
【とき】5月 20日、27日、6月 3日、17日、24日、
　7月 1日　午後2時～ 4時（各土曜日、全6回）
【ところ】総合体育館　
【対象】市内小学生  先着 40人
【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】4月26日（水）から下記にて電話（平日
　午前9時～午後5時15分）・FAX・Eメール受付

筋力トレーニング教室【男性】筋力トレーニング教室【男性】
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。
【とき】初級：5月22日（月）、中級：6月26日（月）
　午後 7時～ 8時 30分　
【ところ】総合体育館トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般男性　先着各10人
【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、タオル、 飲み物 
【申し込み】4月26日（水）から下記にて電話（平日
　午前9時～午後5時15分）・FAX・Eメール受付
【申し込み・問い合わせ】
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
　Eメール sports@city.moka.lg.jp　

「まちなか保健室」田町館で「まちなか保健室」田町館で
健康講座健康講座を開催しますを開催します

【とき】4月26日（水）午後1時30分～2時30分
【内容】『ロコモ予防』　【講師】食改さん
【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　

【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 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

真岡の自然を守る会真岡の自然を守る会

矢祭山周辺自然観察矢祭山周辺自然観察
～東北の耶馬渓と称される～～東北の耶馬渓と称される～

【とき】5月 16日（火）
【集合場所】青年女性会館東側砂利駐車場
　午前 8時 30分出発（午後 5時 30分頃帰着予定）
【ところ】福島県東白川郡矢祭町矢祭山周辺
【対象】市内在住または勤務する成人の方　先着30人
【参加料】1,000 円（保険料など 1人につき）
【持ち物等】昼食、飲み物、帽子、雨具、山道に適
　した服装、歩きやすい靴　
【申し込み】4 月 25 日（火）（午前 8 時 30 分～
　午後 5時 15分）から下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】
真岡の自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
　☎ 84-6781　FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】5月11日（木）午前9時50分～11時15分
　（受付：午前 9 時 45 分まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成29年 2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「赤ちゃん
　との日常生活・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】4月 28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

～一般介護予防事業～～一般介護予防事業～

いきいき体操教室いきいき体操教室
筋力トレーニング編筋力トレーニング編

　筋トレマシンを使用した、体操教室です。初めて
の方でも、無理なく続けられるよう、スタッフが指
導します。
【とき】 ① 6月 5日から毎週 月曜日
　　　 ② 6月 7日から毎週 水曜日
　　　 ③ 6月 8日から毎週 木曜日 
　　　 ④ 6月 9日から毎週 金曜日
　午後 2時～ 3時（各 6回）
　※申込順に受講曜日を決定します。
【ところ】iFitness（真岡井頭温泉内）
【対象】以下の要件をすべて満たす方　定員 各曜日 4人
　①市内在住の方　
　② 65歳以上で本プログラムに初めて参加する方

【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 FAX83-6335

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室  
丸太切り体験丸太切り体験

　根本山で間伐したコナラやクヌギの丸太を、ノコ
ギリで切ってみよう。自分で切った輪切りの板は、
おみやげにどうぞ。
【とき】5月3日（水）4日（木）、5日 （金）
　午前9時～午後4時　 ※雨天中止
【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。（小学 4年生以下
　は保護者同伴）　【参加料】無料
【申し込み】随時受け付けます。
　※ノコギリはセンターで用意します。
【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）

青年サークル『青年サークル『SS
シ ー ズ ンシ ー ズ ン

easoneason』』
メンバー募集メンバー募集

　出会いの季節、新しい仲間と楽しみませんか。
【対象】18歳～35歳ぐらいまでの方
【活動内容】定例会（月１回）のほか、スポーツ、食事
会、日帰り旅行、ボランティア活動など
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

　　 ～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】5月 13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24週以降）
　先着15組
【内容】赤ちゃん人形を使った沐浴体験、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】4月 28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

市民市民
講座講座 体幹トレーニング講座体幹トレーニング講座

【とき】5月24日、31日、6月 7日、14日、21日、【とき】5月24日、31日、6月 7日、14日、21日、
　28日、7月5日、12日 　午前10時～11時30分　28日、7月5日、12日 　午前10時～11時30分
　（毎週水曜日、全 8回）　（毎週水曜日、全 8回）
【ところ】スポーツ交流館 多目的室②【ところ】スポーツ交流館 多目的室②
【受講料】無料【受講料】無料
【対象】市内在住または在勤の成人の方　20人　【対象】市内在住または在勤の成人の方　20人　
　※定員超えの場合は抽選　※定員超えの場合は抽選
【持ち物等】ヨガマット（お持ちの方）、汗拭きタオル、【持ち物等】ヨガマット（お持ちの方）、汗拭きタオル、
　飲み物、動きやすい服装　飲み物、動きやすい服装
【申込期限】4月 28日（金）～ 5月 16日（火）【申込期限】4月 28日（金）～ 5月 16日（火）
　下記窓口または電話にて受付（午前 8時 30分～　下記窓口または電話にて受付（午前 8時 30分～
　午後 5時 15分）　午後 5時 15分）※ご本人が申し込みください※ご本人が申し込みください
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）


