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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

●平成29年度学校支援ボランティア養成講座参加者募集
　今年度、益子特別支援学校では、学校支援ボランティ
ア養成講座を開催することになりました。
【とき】9:30 ～ 12:00（11/3 のみ 8:30 ～ 15:00）
① 8/5（土）② 8/30（水）③ 9/30（土）
④ 10/25（水）または 11/3（金）⑤ 12/23（土）
【対象】高校生以上で、本校の教育や障がい児（者）
のボランティア活動に興味関心のある方
【内容】講習およびボランティア実習【費用】無料（た
だし、保険料別途 350円、交通費、食事代は自己負担）
【申し込み】7/28（金）までに、次まで申し込みくだ
さい。益子特別支援学校（担当：和田）
☎ 0285-72-4915、FAX0285-72-7895
※ 7/29（土）以降の申し込みは、第 2回目以降の参
加となります。
●第35回民話美寿々会「もおか」支部　町おこし民話語り
【とき】7/8（土）10:00 ～
【ところ】真岡市立図書館 2階会議室【入場料】無料
【内容】会員による語り（村を救った鬼の親子、黒姫
物語ほか）
●弁護士による臨時無料電話相談　女性の権利110番
　女性に対する暴力（ドメスティック・バイオレンス、
ストーカー、セクシュアル・ハラスメント）や離婚に
関する諸問題、職場における差別、同姓婚に関するこ
となど、女性の権利一般について無料電話相談を実施
します。各弁護士会で、これらに詳しい弁護士が、対
処の方法や正しい法律知識を提供し、適切なアドバイ
スを行います。お気軽にご相談ください。
【ご相談ダイヤル】☎028-689-9000
【とき】6/24（土）10:00～ 14:00
【主催】栃木県弁護士会・日本弁護士連合会
【問い合わせ】栃木県弁護士会☎028-689-9000

二宮図書館からのお知らせ二宮図書館からのお知らせ
「七夕おはなし会&かざり作り」「七夕おはなし会&かざり作り」
　七夕に関する絵本の読み聞かせと簡単な七夕飾り
づくりを行います。
【とき】7月2日（日）午後2時～3 時
【ところ】二宮図書館　おはなし室
【申し込み】6月16日（金）午前 9 時から下記カウ
　ンターまたは電話受付
【その他】定員になり次第、受付終了。幼児は保護者
　同伴。

【申し込み・問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

ベトナム料理をベトナム料理を
作ってみませんか！！！作ってみませんか！！！

　ベトナム料理の定番メニューを味わってみましょう。
ベトナム風スペアリブの煮込み、バインセオ（ベトナ
ムのお好み焼き）、サラダを作ります。
【とき】７月2日（日）午前10 時～正午
【ところ】市公民館　調理室
【対象】市内在住・在勤で、ベトナム料理に興味のあ
　る方　先着 20人
【受講料】当日お支払いいただきます。
　国際交流協会会員：500 円、非会員：1,000 円　
　※当日会員登録可（年会費1,000 円）
【講師】グェン クオック タム氏
【持ち物】エプロン、三角巾
【申し込み】下記まで電話または FAX受付　

【問い合わせ】真岡市国際交流協会事務局
　（安全安心課内） ☎ 83-8719 FAX83-8392 　

7 月7月のの情報センター講座情報センター講座
①初めてのホームページ作成講座･･･先着 5 人
【とき】15日（土）　午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】ローマ字入力とWindowsの基本操作ができ、
　ご自宅でインターネットが使える方
【内容】ホームページを作るための基礎知識
② インターネット・メール基礎・安全講座･･･先着10 人
【とき】28日（金）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】文字入力、Windows の基本操作ができる方
【内容】インターネットを使用する際に気をつけたい
　ことやインターネットの使い方

＜①、②共通事項＞
【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【受講料】無料【申し込み】6月 23 日（金）午前
10時から下記にて電話受付

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

科学教育センター 7月科学教育センター 7月のの案内案内
★科学の広場★★科学の広場★

「ほーほー電気ほたるこい」「ほーほー電気ほたるこい」
　LEDライトを使ってぴかっと光るほたるをつく
ります。
【とき】7月1日（土）午前9時30分～10時30分
【対象】小・中学生（小学 4年生以下は保護者同伴）
　先着約 24組　【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】6月 21日（水）～ 23日（金）
　下記にて電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
【問い合わせ】科学教育センター　☎ 83-6611 

平成 29 年度 歴史教室開催平成 29 年度 歴史教室開催
「下野の中世を紐解く」「下野の中世を紐解く」
　　下記の日程で実施します。各回とも参加は自由で下記の日程で実施します。各回とも参加は自由で
すので、ぜひご参加ください。すので、ぜひご参加ください。
【とき】各土曜日
　第１回 ：7月１日、  第 2回 ：8月 5日
　第 3回：9月 2日、第４回：10月 14日
　第 5回：11月 18日、第 6回：12月 9日　
【ところ】市民会館　小ホール（今年度より変更）
【時間】午後１時30分～3時30分
【参加料】無料　

第1回歴史教室
【とき】7月1日（土）午後１時30分から
【講師】金沢文庫 元文庫長　永村　眞　氏
【演題】「親鸞聖人と高田専修寺について（仮）」
【申し込み】事前の申込不要。当日直接会場にお越し
　ください。
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

真岡自然観察会・真岡の自然を守る会真岡自然観察会・真岡の自然を守る会

野反湖観察会＆軽井沢野反湖観察会＆軽井沢
散策ツアー散策ツアー

　自然とふれあいながら、避暑地で楽しいひととき
を過ごしませんか。
【とき】7月 1日（土）
【集合】青年女性会館東側砂利駐車場
　午前 6時 45分集合（午後 6時頃帰着）
【ところ】野反湖・軽井沢など 　【定員】先着 40人
【参加料】5,000 円（当日集金）
【持ち物等】昼食、飲み物、帽子、雨具、山歩きの
　できる長袖・長ズボン、歩きやすい靴等
　※双眼鏡など観察補助具があればお持ちください。
【申し込み】6月25日（日）必着。連絡先明記の上、
　下記へFAXまたは郵送で申し込みください。

【申し込み】真岡自然観察会事務局〒 321-4362
　真岡市熊倉町 3423-4（中村宅）FAX82-6285
【問い合わせ】自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
　☎ 84-6781　FAX 84-6936 （日・月曜・祝日休）

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき水中運動教室いきいき水中運動教室

参加者募集参加者募集
　水の浮力を利用し、肩・腰の痛みを改善しませんか。
参加者の 9割が水中運動の効果を実感しています。
【とき】7月 5日～ 8月 30日
　午前 9時～ 10時　（毎週水曜日、全 8回）
【ところ】井頭温泉 バーデプール
【対象】65歳以上で、本プログラムに初めて参加する方
　20人程度
【申し込み】下記にて電話受付電話受付
　（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】 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

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
　同じ悩みを抱えた方たちが集まり、ほっとする時
間を共有する場です。
【とき】6月26日（月）午前10時～11時
【ところ】市公民館 第一会議室
【対象】市内に住む認知症の方またはそのご家族
【内容】「介護保険制度ってなぁに？」
【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

「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】6月21日（水）午後1時30分～2時30分
【内容】『正しい歯磨きで元気な歯でいよう！』
【講師】在宅歯科衛生士 篠崎 氏
【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

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）

わんぱく親子スポーツ教室 わんぱく親子スポーツ教室 
　親子でトランポリンやニュースポーツ（スマイル
ボウリングなど）にチャレンジします。
【とき】7月 2日（日）　午前 9時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内小学生とその保護者 先着 30組
【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、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】E ﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
　※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号、学年、性別を明記

乳がん施設検診乳がん施設検診
医療機関追加医療機関追加

　乳がん施設検診の実施医療機関 9カ所に加え、６
月から次の医療機関で受診できるようになりました。
　市の乳がん施設検診を希望される方は、健康増進
課にお申し込ください。

【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

■小菅胃腸外科クリニック
　【ところ】熊倉三丁目 21－ 3　　　　
　【対象】30～ 39歳の方
　　　　   40歳以上でマンモグラフィを希望しない方
　【検査内容】視触診および超音波検査
　【電話】83-8611　※予約制


