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科学教育センターからのお知らせ科学教育センターからのお知らせ
天体観望会天体観望会

　天体望遠鏡を使って、惑星やジョンソン彗星を観
察します。
【とき】6月30日（金）午後７時30分～8時30分
【対象】どなたでも可（小学生以下は保護者同伴）
　先着約 30人　【参加料】無料　
【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】6月 26日（月）～ 28日（水）
　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す。下記の日程で実施します。各回とも参加は自由です。
【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】事前申込不要。当日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

第54回第 54回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】6月25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】旬のさくらんぼ、メロン、新じゃが、新た
　まねぎ、かつお、人気の銀鮭の販売　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

7 月7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 7日（金） H29年 2月 1日　   ～ 2月 28日生

9カ月児健診 6日（木） H28年 9月 16日～ 10月 5日生

1歳 6カ月児健診 21日（金） H27年 11月 28日　   ～ 12 月 19日生

3歳児健診 11日（火） H26年 6月 16日　   ～ 6月 30日生

2歳児歯科検診 31日（月） H27年 7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。

7 月の「マタニティ・子育て相談会」7 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

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「チア★ダン」「チア★ダン」

【とき】7月 8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】2時間 15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
　※全席自由　※平成 29年度芸術鑑賞会会員 無料
【出演】広瀬すず、真剣佑、天海祐希、中条あやみ ほか
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

【とき】6月25日（日）午後2時開演　
　（1時 30分開場）
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 2,500 円
　※真岡市芸術鑑賞会会員 500円引
　（市民会館販売分に限る）
　※未就学児入場不可
　※当日券販売は、午後 1時から
【問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

　真岡市民会館自主事業　真岡市民会館自主事業  劇団わらび座劇団わらび座ミュージカルミュージカル

　　「KINJIRO！本当は「KINJIRO！本当は
　　面白い二宮金次郎」　　面白い二宮金次郎」

7月の7月の
子育て支援センター＆サロン子育て支援センター＆サロン
【子育て支援センター・地域サロン開設日】

と　こ　ろ   開設日・時間
第一子育て支援センター
（こっこひろば）

月～日（祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

第二子育て支援センター
（ぴよぴよひろば）

月～金（土・日・祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

地域サロン大内分館
（大内農業構造改善センター）

4日・11日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム11日 10時45分～

地域サロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

5日・12日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム12日 10時45分～

地域サロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

6日・13日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム13日 10時45分～

地域サロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

7日・14日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム14日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（4 日、11 日、25 日の
終日および 5 日、6 日、21 日
の午後、土・日・祝日は除く）
午前9時～正午、午後1時～3時

【第一子育て支援センターの行事予定】
3日（月）

午前10時45分～

健康相談
7日（金） 七夕集会
11日（火） リズムで遊ぼう
20日（木） 三つ子のふれあいタイム

【問い合わせ】第一子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
【第二子育て支援センターの行事予定】
19日（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

【問い合わせ】第二子育て支援センター☎84-4100（FAX兼）
【にのみや保育園子育て支援センターの行事予定】
7日（金）、14日（金）、26日（水）、
28日（金）午前 11時～ 体育遊び

6日（木）午前 10時～ 七夕集会

12日（水）午前 10時～ 栄養士の先生とほっと
なひととき

27日（木）午前10時 45分～ 三つ子のふれあいタイム

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200

エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室
【とき】7月 5日（水）
《エンゼル広場（施設開放）》午前 9時 30分～11時
《もしもしテレフォン相談室》午後 1 時～4時
【ところ・相談先】市内保育所、認定こども園等

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】7月13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 4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】6月 30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

　 7月 7 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき・ところ】午前10 時～11時
　5日（水）：市公民館二宮分館（202・203 会議室）
　15日（土）青年女性会館 （研修室・女性室）
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（全身タテ 13cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの　
【主催】真岡市縁組センター

【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234

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

「笑いヨガ」（田町館）「笑いヨガ」（田町館）
【とき】6月28日（水）午後1時30分～2時30分
【講師】在宅保健師　櫻井 氏
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【対象】お子さまから大人まで　先着 15人　

「のみこみが弱い方の食事」（駅前館）「のみこみが弱い方の食事」（駅前館）
【とき】7月 2日（日）午前 10時～正午　
【講師】栄養士
【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田町館
　☎ 080-8096-9918（受付：午前 9時～午後 4時）
　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

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。この機会にお申し込
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
7/20（木） 二宮コミュニティセンター
7/30（日） 総合福祉保健センター7/31（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

骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性 60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】　健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX83-8619
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp　

鬼怒川・小貝川・五行川クリーン大作戦鬼怒川・小貝川・五行川クリーン大作戦

参加団体募集参加団体募集
　ふるさとの川を美しく保ち、正しく安全に利用で
きるよう、川沿いの自治会や各種団体にご協力いた
だき、河川敷等の一斉清掃を実施します。
【とき】7月 8日（土）早朝 2時間程度
【ところ】鬼怒川・小貝川・五行川の河川敷
【申し込み】7月 6日（木）正午までに下記にて電話、
　FAX、Eメール受付
【主催】鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議
【申し込み・問い合わせ】建設課管理係　
　☎ 83-8147　FAX83-6240　
　E ﾒｰﾙ：kensetsu@city.moka.lg.jp

市民市民
講座講座

～親子で楽しく絵を描きましょう！～～親子で楽しく絵を描きましょう！～

「親子絵画講座」「親子絵画講座」
【とき】①７月 27日（木） ②７月 29日（土）【とき】①７月 27日（木） ②７月 29日（土）
　両日とも午後１時 30分～ 3時 30分　両日とも午後１時 30分～ 3時 30分
　①か②どちらかを選んで申し込みください。　①か②どちらかを選んで申し込みください。
【ところ】市公民館真岡西分館　【受講料】無料【ところ】市公民館真岡西分館　【受講料】無料
【対象】市内在住または通学（園・所）している幼稚園・【対象】市内在住または通学（園・所）している幼稚園・
　保育所（園）の年長児から小学２年生までの子どもと　保育所（園）の年長児から小学２年生までの子どもと
　保護者　各日20組　　保護者　各日20組　※申し込み多数の場合は抽選※申し込み多数の場合は抽選
【持ち物】水を使用しない画材（クレヨン、クレパス、【持ち物】水を使用しない画材（クレヨン、クレパス、
　クーピー、色鉛筆など）、鉛筆、消しゴム、飲み物、　クーピー、色鉛筆など）、鉛筆、消しゴム、飲み物、
　タオル　　タオル　※持ち物には必ず名前を記入※持ち物には必ず名前を記入
【申し込み】6月29日（木）までに下記窓口、電話、【申し込み】6月29日（木）までに下記窓口、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）


