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認知症カフェ認知症カフェ
「スマイルカフェHi,ポーズ」「スマイルカフェHi,ポーズ」
　認知症についての悩みやケア方法など相談してみ
ませんか。
【とき】5月 19日（金）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】グループホームふれんど真岡（東大島801-4）
【対象】認知症の方とご家族。その他どなたでもお
　気軽にご参加ください。
【内容】パステルアートを楽しもう　【参加料】無料
【申し込み】グループホームふれんど真岡へ、電話で申
　し込みください。
【申し込み】グループホームふれんど真岡 ☎ 81-5181
【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

市民市民
講座講座 刻 字 講 座刻 字 講 座
　板に文字を浮き立たせるように彫り、金箔などで　板に文字を浮き立たせるように彫り、金箔などで
仕上げる技法で、思い思いの文字を製作します。仕上げる技法で、思い思いの文字を製作します。
【とき】６月 14 日、28 日、７月 12 日、26 日、【とき】６月 14 日、28 日、７月 12 日、26 日、
　８月９日、23日、30日　午後 7時～ 9時　８月９日、23日、30日　午後 7時～ 9時
　（各水曜日、全7回）　　（各水曜日、全7回）　
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【受講料】3,500 円【受講料】3,500 円
【対象】市内在住または在勤の方　【対象】市内在住または在勤の方　
　先着15人　【持ち物】筆記用具など　先着15人　【持ち物】筆記用具など
　※彫刻に必要な道具は講師が用意します。　※彫刻に必要な道具は講師が用意します。
【申し込み】5月 16日（火）から下記窓口、　電話、【申し込み】5月 16日（火）から下記窓口、　電話、
　FAX受付（午前8時30分～午後5時15分）　FAX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）

芳賀郡市医師会市民公開講座芳賀郡市医師会市民公開講座
講演会講演会「乳がんについて」「乳がんについて」

【とき】5月 21日（日）午後 1時～ 3時【とき】5月 21日（日）午後 1時～ 3時
　（受付は午後 12時 30分から）　（受付は午後 12時 30分から）
【ところ】青年女性会館　【参加料】無料【ところ】青年女性会館　【参加料】無料
【講師】自治医科大学 乳腺科 准教授 藤田 崇史 氏【講師】自治医科大学 乳腺科 准教授 藤田 崇史 氏
【問い合わせ】
　芳賀郡市医師会 ☎ 82-3185　
　健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946 FAX83-8619

ヤング健診受診者募集ヤング健診受診者募集
　半日もかからずに低料金で、あなたの健康状態を
目に見えるカタチにできます。この機会に申し込み
ください。
【受付】午前 8時 30分～ 10時 30分
募集日程 実施会場
6/4（日） 総合福祉保健センター6/5（月）

【対象】市内在住で下記の内容を満たす方

健診の種類（内容）健診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 自己自己
負担金負担金

①
特定健診

（身体計測・腹囲・
血圧・尿中塩分
測定・血液検査）

30～39歳の男女 50人 無料

②

子宮頸がん検診
（頸部がん検査）

30～39歳の女性
50人 400 円

乳がん検診
（超音波検査） 50人 200 円

③ 骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性 50人 100 円

※各健診項目について、年度内1回の受診となります。※各健診項目について、年度内1回の受診となります。
【申込方法】健診日の 1週間前までに【申込方法】健診日の 1週間前までに電話・FAX・
　Eメールで申し込み。

【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

こどもバドミントン教室こどもバドミントン教室
　ラケットの握り方からゲームの仕方まで、バドミ
ントンの基礎を楽しく学びます。
【とき】5月20日、27日、6月3日、17日、24日
　（各土曜日、全 5回）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館 　
【参加料】無料
【対象】市内小学4～6年生 　先着40人　
【持ち物等】ラケット、運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】現在受付中。下記窓口、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
　※FAX・Eﾒー ﾙは氏名・住所・電話番号、年齢(学年）、性別を明記

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

【とき】5月17日（水）午後1時30分～2時30分
【内容】『上手な減塩の方法』
【講師】食改さん（食生活改善推進員）
【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　

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

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「本能寺ホテル」「本能寺ホテル」

【とき】5月27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 59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
　※Ｈ29芸術鑑賞会会員無料、全席自由
【出演】綾瀬はるか、堤真一、濱田岳　ほか

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

第 1回文化財めぐり第 1回文化財めぐり
江戸東京博物館特別展江戸東京博物館特別展

「没後150年坂本龍馬」を訪ね「没後150年坂本龍馬」を訪ねるる
　特別展「没後 150 年 坂本龍馬」と常設展を観覧
します。
【とき】6月 9日（金）※雨天決行
　午前 8時集合・出発（午後５時解散）
　（集合：久保講堂南側駐車場）
【行き先】江戸東京博物館
【対象】市内在住・在勤の方  80 人
　（申込多数の場合は抽選）
【参加料】1,240 円（65歳以上は 620円）
　※当日集金　※障がい者とその介護者2名は無料
【申込方法】5 月 19 日（金）消印有効
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
※記入不備は無効※記入不備は無効
〈返信表〉返信先の郵便番号、住所、名前を記載〈返信表〉返信先の郵便番号、住所、名前を記載
〈往信裏〉全員の住所、名前、電話番号、生年月日、〈往信裏〉全員の住所、名前、電話番号、生年月日、
　障がい者手帳や療育手帳等をお持ちの方は「障　障がい者手帳や療育手帳等をお持ちの方は「障
　がい者手帳有り」等を記載。市外の方は勤務先　がい者手帳有り」等を記載。市外の方は勤務先
　も記載。　も記載。
〈往信表〉〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地　〈往信表〉〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地　
　真岡市教育委員会 文化課文化財係「第１回文　真岡市教育委員会 文化課文化財係「第１回文
　化財めぐり」担当　化財めぐり」担当
〈返信裏〉何も記載しないでください。〈返信裏〉何も記載しないでください。

【その他】昼食は現地でご自由にお取りください。
　動きやすい服装でご参加ください。

【申し込み・問い合わせ】文化課文化財係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731　FAX83-4070

みんなのひろば

●自動車税の納税通知書は届きましたか？
　自動車税の納期限は 5/31（水）です。お近くの金
融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付できま
す。また、便利なクレジットカード（Yahoo! 公金支
払い〈別途手数料必要〉）、ペイジー（ネットバンキン
グやATM）でも納付ができるようになりました。※
コンビニエンスストア、クレジットカード、ペイジー
は土日祝日対応。心体身障がい者の方には、障がいの
程度など一定の要件のもとに減免制度があります。詳
しくは下記までお問い合わせください。【問い合わせ
先】栃木県真岡県税事務所☎ 0285-82-2135
●「心安らぐ押し花展」開催
　登録団体「押し花園芸福祉かすみ草」による作品展示
です。【とき】5月 16日（火）～ 6月 4日（日）【とこ
ろ】二宮コミュニティセンター 2階 市民活動推進セン
ターコラボーレもおか【問い合わせ】コラボーレもおか
☎ 81-5522、FAX81-5558
●わたのみ商品券取扱店募集のお知らせ
　真岡商工会議所では、昨年に引き続きプレミアム10％
付きのわたのみ商品券を発行します。発行するにあたり、
今年も取扱店（参加店）を募集します。【参加資格】真岡
商工会議所会員【募集期限】5/19（金）までに取扱店参
加申込書にて下記へ申し込みください。【申し込み・問い
合わせ】真岡商工会議所☎ 82-3305、FAX82-7967

科学教育センター 5月科学教育センター 5月のの案内案内
★プラネタリウム一般公開★

【とき】13日、20日、27日（毎週土曜日）　　
　①午前 11時から ②午後 1時 30分から　
　※途中入場不可（投影時間約 50分）
【内容】当日の星座解説、番組「星の見える丘」
【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）
★電波教室「ラジオをつくろう！」★

　電波のお話や実験、はんだごてを使ってラジオを電波のお話や実験、はんだごてを使ってラジオを
つくります。つくります。
【とき】27日（土）　各回 15分前から受付開始
　午前の回：9:00～11:00、午後の回：13:30～15:30
【対象】小学3年生以上（小学4年生以下は保護者同伴）
　各回先着 30人、大人も申し込みできます。
【参加料】500円
【申し込み】5月 17日（水）～19日（金）までに
　下記にて電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
【共催】栃木県電波適正利用推進協議会

【問い合わせ】科学教育センター　☎ 83-6611 

三つ子の魂育成事業三つ子の魂育成事業

平成29年度平成29年度 子どもフェスティバル 子どもフェスティバル
　手遊び、エプロンシアター、大型絵本、親子製作、 
親子体操などを行います。
【とき】５月27日（土）午前10時30分～11時30分
【ところ】第一子育て支援センター　※雨天決行
【対象】就学前の親子　【参加料】無料
【申し込み】事前申込不要。当日、第一子育て支援
　センターへお越しください。
【問い合わせ】第一子育て支援センター 
　☎ 84-1545 （FAX兼用）

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
 　 　ガイドツアー【5 月】ガイドツアー【5 月】
日　時 集合場所 ガイド内容

27日（土）
10:00 ～ 11:30 桜町陣屋

『桜町陣屋ガイド』
二宮尊徳が桜町領の復
興事業（桜町仕法 ) を
行った役所跡である桜
町陣屋を通じて二宮尊
徳について学ぶツアー
です。

　※開始時間の 10分前までに集合 　
【募集人数】20人 
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】開催日前日までに下記へ申し込み
【申し込み・問い合わせ】市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

弓道教室弓道教室
【とき】6月7日、14日、21日、28日、7月 5日
　（毎週水曜日、全5回）　午後 7時～ 9時
【ところ】総合運動公園内弓道場 ( 小林 1900 番地 )
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着25人
【参加料】無料　
【持ち物等】運動できる服装、　タオル、 飲み物　
【申し込み】5月17日（水）から下記窓口、電話（平日
　午前9時～午後 5時 15分）・FAX・ Eメール受付

ドッジボール教室ドッジボール教室【子ども向け】【子ども向け】
【とき】6月 3日、10日、17日　午前10時～正午
　（毎週土曜日、全 3回）
【ところ】附属体育館
【対象】市内小学生　先着 20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】5月17日（水）から下記窓口、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
　※FAX・Eﾒー ﾙは氏名・住所・電話番号、年齢(学年）、性別を明記


