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8 月の8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） 1日、8日（火）午前9時～正午

地域サロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター） 2日、9日（水）午前9時～正午

地域サロン中村分館
（中村農村環境改善センター） 3日、10日（木）午前9時～正午

地域サロン山前分館
（山前農村環境改善センター） 4日、18日（金）午前9時～正午

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（14日、22日の終日および
4日、15日、16日、23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】

1日（火） 午後3時～
育児講座あいあい
「真女生によるうたと手作
りおもちゃを楽しもう」

10日（木）
午前10時45分～

三つ子のふれあいタイム
30日（水） 誕生会

【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】
9日（水）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム
30日（水）午前10時45分～ 誕生会

【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】
9日（水）、25日（金）、30日（水）
午前 11時～ 体育遊び

23日（水） 夏祭り

【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】8月 2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

8 月8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 3日（木） H29年 3月 1日　   ～ 3月 31日生

9カ月児健診 18日（金） H28年 10月 6日～ 11月 3日生

1歳 6カ月児健診 25日（金） H27年 12月 20日～H28年1月13日生

3歳児健診
1日（火） H26年 7月 1日　   ～ 7月 21日生

22日（火） H26年 7月 22日　   ～ 8月 10日生

2歳児歯科検診 28日（月） H27年 8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。

8 月の「マタニティ・子育て相談会」8 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】9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

県の施設をみる県の施設をみる「県民バス」「県民バス」参加者募集参加者募集
【とき】9月 21日（木）
【第 1集合地】久保講堂
　午前 8時集合、午後 4時 30分解散
【第 2集合地】益子町役場
　午前 8時 30分集合、午後 4時 50分解散
【第 3集合地】道の駅もてぎ
　午前 8時 40分集合、午後 5時解散
【見学施設】なかがわ水遊園、畜産酪農研究センター
　※昼食は、道の駅　那須与一の里（各自自由）
【対象】真岡市、益子町、茂木町在住の方  50 人
　※応募者多数の場合抽選
【申込方法】124円の往復はがき「往信用裏面」に、
①氏名、②住所、③電話番号、④年齢、⑤性別、
⑥希望集合地を明記の上、下記住所まで郵送。
　1枚のはがきで最大 2人まで申し込み可。2人の
場合、それぞれ①～⑥を明記。

【申込期限】8月 31日（木）（当日消印有効）

【申し込み・問い合わせ】〒320-8501（住所不要）
　栃木県広報課 県民プラザ室 ☎ 028-623-3766

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！

8 月の集団健診8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

1 日（火）、2日（水）、
22日（火）、25日（金）、
27日（日）、28日（月）

総合福祉保健センター

23日（水） 真岡工業団地総合管理組合
30日（水）、31日（木） 中村農村環境改善センター
【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

21 日（月） 山前農村環境改善センター
【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

【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

　　としょかんプロジェクト　　としょかんプロジェクト　　
障がいってなんだろう？障がいってなんだろう？
～みて・きいて・楽しめる夏休み～～みて・きいて・楽しめる夏休み～

【とき】7月27日（木）～28日（金）
　午前10 時～午後 4時
【ところ】市立図書館　
【内容】ハンドスピナー作り、染色体験、ペーパーバック
　作り、高校生による読書感想文お助け隊＆○×ク
　イズ、おはなし会、字幕付き映写会
　※日付・時間によって開催しないイベントがあります。
　　詳細はお問い合わせください。

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/

市民市民
講座講座   夏休み小学生将棋教室夏休み小学生将棋教室
　小学生にもわかりやすく将棋の初歩を教えます。
【とき】8月 1日、８日、22日、29日
　午前 10時 30分～正午（各火曜日、全 4回）
【ところ】市公民館 第 2会議室【ところ】市公民館 第 2会議室
【対象】市内の小学生　20人【対象】市内の小学生　20人
　※定員を超えた場合は抽選　※定員を超えた場合は抽選
【受講料】無料【受講料】無料
【申込期限】7/26日（水）までに下記にて電話受付【申込期限】7/26日（水）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・祝日休）

第31回真岡市美術展 作品募集第31回真岡市美術展 作品募集
　市民が所有する作品を募集します。
【募集作品】鳥をモチーフにした作品
　※絵画、彫刻、陶磁器など。時代やジャンルは問
　　いません。
【募集期限】8月 11日（金）
【展示期間】10月 7日（土）～ 16日（月）
【展示場所】久保記念観光文化交流館 美術品展示館
【主催】市教育委員会
【その他】展示は匿名となります。点数制限はあり
　ませんが、応募多数の場合はご希望に添えない場
　合があります。販売業者等の応募はご遠慮くださ
　い。作品は全て賠償責任保険に加入します。
　（万一事故が起きた場合は保険会社により再評価）
【問い合わせ】文化課文化振興係
 　☎ 83-7731 FAX83-4070

         無人ヘリコプターによる

 水稲病害虫防除の実施
【散布期間】
　■7月 21日（金）～ 8月 4日（金）
　■8月17日（木）～8月19日（土）予定
　※いずれも午前5時～正午、天候、出穂の条件に
　　より散布日時の変更あり。　
【使用農薬】アミスターアクタラ（殺虫殺菌剤）SC
【問い合わせ】JA真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

第 47回こらぼ茶話第 47回こらぼ茶話

楽しいお菓子作り♪楽しいお菓子作り♪
　アーモンドスライスをたくさん使って、美味しいフ
ロランタンを作ります。
【とき】8月24日（木）午前10時～正午   
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】市内在住・通勤、通学されている方　先着15人
【参加料】400円（材料代）
【講師】森 セイ子 氏（NPO法人ま・わ・た）
【申し込み】下記窓口、電話、FAXにて申し込み

【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか（月・祝日休み）
　☎ 81-5522 FAX81-5558

空き地の雑草の管理は適正に！空き地の雑草の管理は適正に！
　この時期、空き地の雑草が繁茂し、害虫が発生す
る恐れがあります。土地を所有している方は、適正
な管理をお願いします。

ハチの巣に注意しましょう！ハチの巣に注意しましょう！
　建物の軒下、庭の樹木など敷地内の巣については、
所有者や管理者に対応をお願いしています。
　スズメバチの対策については、早期発見、早期対
応が有効なので、所有地について日ごろの管理を心
掛けてください。
　また、事故を防ぐためにも、無理せず専門業者に
お願いし、駆除を行ってください。

【問い合わせ】環境課環境保全係
　☎ 83-8125 FAX83-5896 　

【無料害虫相談】衛生害虫防除等相談室　
　（栃木県ペストコントロール協会内）
　☎ 028-625-0606
　（受付時間：平日 午前 8 時～午後 5時 30 分）

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】8月10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 5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】7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


