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国保の方へお知らせ！国保の方へお知らせ！

「お買い物券 GETしよう」「お買い物券 GETしよう」
　市国民健康保険では、被保険者の方で『特定健
診』を受診された方に、井頭温
泉・あぐ里っ娘・道の駅にのみや
で使用できるお買い物券 300 円
分を贈呈しています。　
　年1回の健診は、必ず受けましょう。今年度の健
診予約受付中です。お電話お待ちしています。
【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

みんなのひろば

●働く人のメンタルヘルス相談のお知らせ
　職場におけるストレスおよびメンタルヘルス不調
を抱える方等に対し、産業カウンセラーが無料でカ
ウンセリング（面接・電話相談）を行います。相談
予約受付は、平日 8:30 から 17:15 までです。相談
希望日の 3 日前までに相談を希望する労政事務所
へ予約してください。【ところ・相談日】■宇都宮
労政事務所（宇都宮市竹林町 1030-2 県庁河内庁舎
5 階 ）、7/14、9/8、11/10、1/12、3/9（ 各 金 曜
日）13:30 ～ 16:30【予約・問い合わせ】☎ 028-
626-3053 ■小山労政事務所（小山市犬塚 3-1-1
県庁小山庁舎 3 階）、6/9、8/18、10/13、12/8、
2/9（各金曜日）13:30 ～ 16:30【予約・問い合わ
せ】☎ 0285-22-4032 ■大田原労政事務所（大田
原市中央 1-9-9 県庁那須庁舎 1 階）6/21、8/16、
10/18、12/20、2/21（各水曜日）13:30 ～ 16:30
【予約・問い合わせ】☎ 0287-22-4158 ■足利労
政事務所（足利市伊勢町 4-19 県庁足利庁舎 2階）、
7/19、9/20、11/15、1/17、3/14（各水曜日）13:30～16:30
【予約・問い合わせ】☎ 0284-41-1241　　　　　

●書道愛好会会員を募集
　漢字、臨書、かな、その他ペン字等学習しています。
初めて筆を持つ方、基本から学び直したい方、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
いつでもお待ちしています。【とき】第 2・４土曜日
13:30 ～ 16:00【ところ】市公民館
【会費】大人 2,000 円 / 月、子ども 1,000 円 / 月
【問い合わせ】☎ 0285-82-1169（河村）　
●自動車税の納税はお済みですか？
　自動車税の納期限 5/31（水）が過ぎましたが、納税
はお済みでしょうか。お済みでない方は、すみやかに納
税されますようお願いします。7月の督促状発送後、納
付されないままでいますと、滞納処分（財産差押、捜索、
タイヤロック）の対象になります。自動車税について、
ご不明な点がありましたら、次まで問い合わせください。
【問い合わせ】栃木県真岡県税事務所☎0285-82-2253
●第 35回サン写真展　
【期間】6/16（金）～ 18 日（日）9:00 ～ 17:00（18
日は 16:00 まで）【ところ】久保講堂【主催】サン（真
岡市写真愛好会、全日本写真連盟）【後援】真岡市教育
委員会、朝日新聞宇都宮総局【問い合わせ】☎事務局
0285-82-3817（矢橋）

　　　　  ～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】7月 1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、
　双胎の場合は妊娠20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】6月 16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

鬼怒水辺ふれあい観察会鬼怒水辺ふれあい観察会
「カイツブリの親子を見よう」「カイツブリの親子を見よう」
　鬼怒水辺観察緑地では水鳥のカイツブリが暮らし　鬼怒水辺観察緑地では水鳥のカイツブリが暮らし
ています。双眼鏡で親子の様子や潜って食べ物をと
る姿を観察しましょう。る姿を観察しましょう。
【とき】6月 25日（日）　【とき】6月 25日（日）　
　午前 10時～正午　※小雨決行　午前 10時～正午　※小雨決行
【ところ】鬼怒水辺観察センター【ところ】鬼怒水辺観察センター
【対象】どなたでも参加できます。
　先着 20人　※小学校 4年生以下は保護者同伴　先着 20人　※小学校 4年生以下は保護者同伴
【参加料】無料【参加料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物
　※双眼鏡は貸し出します。　※双眼鏡は貸し出します。
【申し込み】6月11日（日）午前8時30分から電話受付【申し込み】6月11日（日）午前8時30分から電話受付

【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）

市民市民
講座講座

めざせ“太鼓の達人”めざせ“太鼓の達人”
小学生親子の和太鼓教室小学生親子の和太鼓教室

　親子で和太鼓の体験します。８月 26日（土）開
催「尊徳夏まつり」の舞台で豪快にたたきましょう。
【とき】7月 16日、30日、8月 6日、20日
　午前 10時～正午10時～正午（各日曜日、全 4回）　
【ところ】生涯学習館【ところ】生涯学習館
【対象】市内の小学 3～ 6 年生の親子　【対象】市内の小学 3～ 6 年生の親子　
　10 組　※定員超えの場合抽選　10 組　※定員超えの場合抽選
【受講料】無料
【持ち物等】運動しやすい服装、【持ち物等】運動しやすい服装、
　体育館シューズ、タオル、飲み物　体育館シューズ、タオル、飲み物
【申し込み】6月30日 (金 )までに下記にて電話受付【申し込み】6月30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）（午前8時30分～午後5時15分）
【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）

市民市民
講座講座 ヘルシー料理教室ヘルシー料理教室
　夏野菜を使ったヘルシー料理を作ります。
【とき】7月8日（土）　午後6時～8時
【ところ】市公民館二宮分館 調理室
【対象】市内在住または在勤の方　先着 20人
【内容】とうもろこしのごはん、チキン南蛮、なす
　のスタミナ和え、青菜と春雨の炒め物
【参加料】500円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾
【申し込み】6月13日（火）午前8時30分から電話受付6月13日（火）午前8時30分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107　FAX74-0187（日、月曜・祝日休）

いきいき元気料理教室いきいき元気料理教室
～高齢者の低栄養予防～～高齢者の低栄養予防～

　レモン風味のちらし寿司、一口にらまんじゅう、新
玉ねぎのナムル、みぞれ汁、ミルクゼリーを作ります。
【とき】7月10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 65歳以上の方とその家族
　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】現在受付中現在受付中
【主催】真岡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

久保記念観光文化交流館 美術品展示館久保記念観光文化交流館 美術品展示館
第12回企画展「人物表現の魅力」関連イベント第12回企画展「人物表現の魅力」関連イベント
「アーティストトーク　竹田鎭三郎」「アーティストトーク　竹田鎭三郎」
　第 12 回企画展「人物表現の魅力」出品作家でメ
キシコ在住の画家竹田鎭三郎氏によるアーティスト
トークを行います。作品の解説やメキシコでの制作
についてなど、貴重なお話を伺います。
【とき】6月 17日（土）午後 2時～ 3時頃
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館 
【対象】どなたでも参加可　先着20人程度
　※定員に空きがある場合は当日も受け付けます。
【入館料】無料
【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）（火曜休み） 

県民の日協賛事業県民の日協賛事業
科学教育センター科学教育センター

プラネタリウム無料公開プラネタリウム無料公開
【とき】6月 17日（土）、24日（土）
　①午前11時から ②午後1時 30分から
　※途中入場不可
【内容】当日の星座解説、番組「星の見
　える丘」（投影時間 約 50分）
【観覧料】無料　【定員】120人
　※開始 30分前から観覧券を配布。

【問い合わせ】科学教育センター　☎ 83-6611 

「まちなか保健室」田町館で「まちなか保健室」田町館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】6月18日（日）午前10時～正午
【内容】『血圧が気になる方の食事』
【講師】栄養士
【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

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！

7 月の集団健診7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

3 日（月）、4日（火）
10日（月）、28日（金） 総合福祉保健センター

1日（土）、12日（水）、
27日（木） 二宮コミュニティセンター

6日（木）、7日（金）、
13日（木）、19日（水） 物部会館

【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≫　
　7月の女性がん検診は、定員になりました。8月　7月の女性がん検診は、定員になりました。8月
以降の検診または施設検診をお申し込みください。以降の検診または施設検診をお申し込みください。

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】現在受付中。下記窓口、電話、FAX受付【申し込み】現在受付中。下記窓口、電話、FAX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）
【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）

●第71回栃木県芸術祭文芸賞の作品を募集
【応募作品】創作、随筆、詩、短歌、俳句、川柳
【応募資格】高校生以上の県内在住者・勤務（通学）者、
文化団体に所属している者および本県出身者で未発
表の作品【応募料】2,000 円（高校生は 1,000 円）
【応募締切】7/21（金）当日消印有効
【応募要項】県文化協会、各市町文化行政主管課（真
岡市は文化課）、図書館、公民館、生涯学習センター、
市町文化協会に置いてあります。
【応募方法】次まで郵送または持参ください。〒 320-
8530宇都宮市本町1-8栃木県総合文化センター内栃
木県文化協会事務局
【問い合わせ】栃木県文化協会事務局☎028-643-5288
●栃木いのちの電話チャリティコンサートを開催
【とき】7/17（月）13:30 開演、13:00 開場
【ところ】宇都宮市南図書館サザンクロスホール
【入場料】大人 1,000 円、小中高校生 500円
※全席自由
【申し込み・問い合わせ】栃木いのちの電話事務局
☎028-622-7970、FAX028-902-1030（月～金9:00
～ 17:00）


