
秋の行楽弁当とデザートで
ウォーキングウォーキング

　お弁当（おにぎらず、りんごゼリー）を作り、健
康のためのウォーキング実践法を行います。　
【とき】10月15日（日）午前9時30分～午後1時
【ところ】山前改善センター　調理室
　ウォーキングは、真岡市総合運動公園外周
　※雨天時は、室内でロコモ予防体操を行います。
【定員】先着 24人　【参加料】500円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、お弁当箱（10×12cm程度）、
弁当を包むもの、箸、飲み物、歩きやすい服装

【申し込み】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

第 2回第 2回
ノルディックウォーキング教室ノルディックウォーキング教室
２本のポール（ストック）を使って歩行運動を補助
し、エクササイズ効果をアップします。
【とき】10月 7日、21日、11月 4日（各土曜日、
　全 3回）午前 9時～11時 30分

【ところ】井頭公園　
【対象】市内在住在勤の一般男女　先着 20人
　※ポール（ストック）は、事務局で用意します。

共通事項共通事項
【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、リュック（ノルディックウォー
キング教室のみ）　【参加費】無料

【申し込み】9月 20日（水）受付開始
　電話（平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）・
FAX・E メールで申し込み。

【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 ﾒｰﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記

第 1 回みんなで楽しむ第 1 回みんなで楽しむ
ショートテニス教室ショートテニス教室  

【とき】10月 7日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館【対象】市内小学生以上　先着30人

秋秋ののこども体操教室こども体操教室
　前まわりや後ろまわりなど体操の基礎を学びます。
トランポリンを使った楽しい運動もあります。
【とき】10月 7日、14日、21日、28日、11月 4日、
11日（毎週土曜日、全 6回） 午後 2時～ 4時

【ところ】総合体育館　【対象】市内小学生 先着40人

10月10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
5日（木） H29年 5月 2日　   ～ 5月 31日生

27日（金） H29年 6月 1日　   ～ 6月 30日生

9カ月児健診 6日（金） H28年 11月 29日～ 12月 27日生

1歳 6カ月児健診 13日（金） H28年 3月 10日～3月31日生

3歳児健診
10日（火） H26年 9月 1日　   ～ 9月 21日生

24日（火） H26年 9月 22日　   ～ 10 月 14日生
2歳児歯科検診 30日（月） H27年 10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。
10月の「マタニティ・子育て相談会」10月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】11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 母乳・ミルク相談
要予約

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

猫猫にに関関するする苦情苦情がが増増えていますえています
飼い方についてもう一度考えましょう飼い方についてもう一度考えましょう

　　猫のふんやおしっこなどでご近所への迷惑を引き猫のふんやおしっこなどでご近所への迷惑を引き
起こしたり、無責任なえさやりによるのら猫の増加起こしたり、無責任なえさやりによるのら猫の増加
など、猫に関する相談が増えています。など、猫に関する相談が増えています。
■猫の飼い主さまへ
●猫は室内で飼いましょう
　ふん尿などの被害防止、逸走の防止、交通事故や
感染症の危険から猫を守るためです。室内でも上下
運動ができればストレス運動不足は解消できます。
●迷子札をつけましょう
　飼い主としての責任を示し、のら猫と識別する
ためにも、名札などで所有者を明示しましょう。
●避妊去勢手術を行いましょう
　不幸な猫を増やさないために、避妊去勢手術を
行い、繁殖制限をしてください。

【問い合わせ】環境課環境保全係　☎ 83-8125
　栃木県動物愛護指導センター　☎028-684-5458

【問い合わせ】安全安心課交通安全係 ☎ 83-8110
　真岡警察署　☎ 84-0110

マナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役です
秋秋のの交通安全県民総ぐるみ運動交通安全県民総ぐるみ運動
【期間】9月 21日（木）～ 9月 30日（土）
【運動の基本】子どもと高齢者の交通事故防止

　井上咲楽さん、エグスプロージョンさんが交通
安全を呼びかけます！
【とき】9月 20日（水）午後 6時から
【ところ】生涯学習館 大ホール

秋の交通安全運動秋の交通安全運動
トラフィック・セーフティーフェスティバルトラフィック・セーフティーフェスティバル

生涯学習フェスティバル 生涯学習フェスティバル ～ 初心者向けの一日体験講座 ～～ 初心者向けの一日体験講座 ～

認知症家族認知症家族のの介護教室介護教室
　日ごろ、認知症の方を支え、様々な症状に対応し
ているご家族の方が集い、認知症について学び、相
談し、ほっとできる場を作りました。3日間の教室
ですが、1日のみの参加も可能です。
　① 9 月 28 日（木）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】市公民館 第 7会議室
【内容】「認知症について学ぼう」
【講師】芳賀赤十字病院　認知症認定看護師　久保 明子氏
　② 10 月 13 日（金）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】市公民館 第 7会議室
【内容】「認知症の方への対応の仕方」・情報交換
【講師】グループホーム　五行の杜　管理者 角藤 正恵氏
　③ 10 月 27 日（金）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】グループホーム　エフビー木綿の郷
　（下高間木 1-7-1）
【内容】「グループホームの役割・見学」「介護保険
制度について」・情報交換

【講師】グループホーム　エフビー木綿の郷 
　施設長　片岡 美奈 氏・いきいき高齢課職員
【対象】認知症の高齢者を介護している市民の方　
【申し込み】下記へ電話で申し込み【参加料】無料
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

「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】9月20日（水）午前10時30分～11時30分
【内容】お母さんと子どものための減塩について　
【講師】在宅栄養士　坂本 美子 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

広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

チケット好評発売中！チケット好評発売中！
文化遺産フェスティバル2017文化遺産フェスティバル2017
【とき】9月 17日（日）午後 6時開演
【ところ】市民会館大ホール【入場料】2,000 円
■第一部：「心と文化の源泉～親鸞聖人を辿る」
■第二部：①真岡の伝統芸能 ②雅楽　東儀秀樹
【問い合わせ】文化課☎ 83-7731 FAX83-4070

真岡文化遺産フェスティバル2017真岡文化遺産フェスティバル2017
親鸞聖人の史跡を巡るガイドツアー親鸞聖人の史跡を巡るガイドツアー
　専修寺境内の文化財を真岡観光コンシェルジュが
丁寧にご案内します。
【とき】9月 17日（日）午後 2時～ 3時 30分頃
【集合・解散】専修寺東側駐車場　【参加料】無料
【申し込み】下記窓口または電話受付
【申し込み・問い合わせ】真岡の文化遺産発信実行委員会
　（真岡市教育委員会文化課内）☎83-7731 FAX83-4070

10月10月のの情報センター講座情報センター講座
①Word2013 基礎講座
【とき】25日（水）～27（金）午後 7時～ 9 時
【対象】マウスの操作、文字入力ができる方
【内容】文字入力、文章作成、表作成、文字の装飾、
　立体文字や図の描画など
② インターネット・メール基礎・安全講座
【とき】28日（土）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
【定員】各回先着 10人ずつ 　【受講料】無料
【申し込み】9/22（金）10:00 から電話受付
【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

市民市民
講座講座

男女共同参画推進事業　
家族のためにはじめよう「おとう飯

はん

」
　ふれあい食材を使って、簡単で手間をかけずに、
おいしい韓国ランチ（韓国風海苔巻、ヤンニョムチ
キン、チョレギサラダ、マンゴー杏仁豆腐）を作ります。
【とき】10月 7日（土）　午前 10時～正午
【ところ】市公民館　調理室　【参加料】無料
【対象】市内在住、在勤の男性 30人(申込多数の場合は抽選)
【持ち物】米 1合、エプロン、三角巾、ふきん
　※ JA全農とちぎの方に指導いただきます。
【申し込み】９月29日（金）までに下記へ電話受付
　（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）

たくさんのご応募お待ちしています！たくさんのご応募お待ちしています！
健康・育児川柳  大募集健康・育児川柳  大募集

　毎日の子育ての中で感じたこと、健康
にまつわる思い出話、思わず笑ったエピ
ソード、感動体験など、育児や健康に
関する内容であれば、テーマは自由です。
【応募資格】市内在住・在勤の方
　（年齢・性別・育児経験の有無等は問いません）
【応募方法】応募用紙（下記窓口で配布）に必要事項
を記入の上、窓口へ持参、郵送、FAX、Eメール
（件名を健康または育児川柳）にてご応募ください。

【必要事項】①川柳 ②川柳の説明 ③エピソード　
④応募者の情報（住所、氏名、年齢、性別、電話
番号 ) ⑤ペンネーム（ペンネームでの掲示を希望
される方のみ記入、記入のない場合は年齢・性別
のみ掲示） ⑥掲示・広報への掲載の承認有無（承
認のない場合、掲示は行いません）

【注意事項】川柳の体裁をとり、不快感を与えない
内容であること。「あるある！」「わかる！」と楽
しく思えるような内容であること。

【申込期限】10月13日（金）まで
【その他】応募作品は 10月 22日（日）の健康フェ
スティバル会場にて掲示し、人気投票を行う予定
です。上位作品には粗品をお送りします。

【申し込み・問い合わせ】健康増進課
　成人健康係　☎83-8122・母子健康係　☎83-8121
　FAX83-8619　E ﾒｰﾙ：kenkou@city.moka.lg.jp

【対象】市内在住または勤務の成人の方（複数申込可、各講座とも定員を超えた場合は抽選）
【申し込み・講座の内容】各講座の申込期間内に、下記まで電話で申し込み問い合わせください。

講座名 日　時 定員 参加料 会場 申し込み
体幹ワークアウト 10/19（木）19:00 ～ 20:30 30 人 無料 武道体育館

現在受付中
9/22（金）まで

お家でもできる和菓子作り 10/22（日）10:00 ～ 12:00 32 人 1,000 円 市公民館

はじめてのウクレレ ①10/21（土）②10/28（土）
10:00～ 12:00 10 人 無料 青年女性

会館

布ぞうり講座 10/28（土）13:30 ～ 16:00 20 人 500円程度 市公民館
現在受付中 
9/29（金）まで

10/29（日）13:30 ～ 16:00 15 人
パパと作ろうハロウィンのお菓子 10/29（日）10:00 ～ 12:00 親子10組 1,000 円 市公民館
簡単！缶詰バランス料理 11/3（金）10:00 ～ 12:00 16 人 600円程度 市公民館

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　☎82-7151（午前８時30分～午後５時15分）FAX83-4070


