
ちゃれんじもおかちゃれんじもおか
バーデ deエクササイズバーデ deエクササイズ
体験教室参加者募集体験教室参加者募集

　自由参加型のバーデプール教室です。水中ウォー
キングや音楽に合わせ楽しく体を動かし、無理なく
シェイプアップ、筋力アップができます。
【募集コース】  10 ～ 11月コース：40人 
【ところ】 井頭温泉内バーデプール
【内容】2カ月間でバーデプールレッスンを 5回、
　自由に選んで参加　
【対象】30～ 64歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・コレ
ステロールなどが気になり運動したいと考えている方

【申し込み】9月 25日（月）までに井頭温泉へ電話
申込⇒ 9月 25日（月）（15:00 ～ 17:00）までに
井頭温泉で資料受取　
　※お一人様、年 1回 1コースの参加
【申し込み】井頭温泉 
　☎ 83-8822（10:00～ 21:00 火曜休）
【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 

今年度 76 歳を迎える方限定今年度 76 歳を迎える方限定
後期高齢者歯科健診後期高齢者歯科健診

【実施期間】11月 30日（木）まで（休診日を除く）
【対象者】平成 29年度中に 76歳を迎える方
　対象者には、後期高齢者歯科健診受診券を郵送し
ます。郵送資料に記載されている医療機関に直接
予約し、受診券を持参して健診を受けてください。

　※治療中の方は、通院している医療機関の歯科医
　師にご相談ください。

【健診内容】口腔内・義歯の状態（歯や歯肉の状態、
口の中の清掃状況など）、歯周ポケット (歯肉から
の出血や、歯石の有無など )　【自己負担金】無料

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122　FAX83-8619

第１回 第１回 リサイクルフェアリサイクルフェア
　除籍扱いになった書籍や絵本、雑誌などを無償で
提供します。多数のご参加お待ちしています。
【とき】9月 23日（土）午前 10時～午後 3時　　
午前 9時 30分より整理券配布

【ところ】市立図書館　２階会議室
【持ち物】マイバッグ
　※イベントの詳細は、下記までお尋ねください。
【問い合わせ】図書館  ☎ 84-6151 FAX83-6199 

真岡市文化祭真岡市文化祭
文芸各部門締切間近です文芸各部門締切間近です
　俳句、川柳、短歌、詩、随筆部門の作品応募締切
は 9月 15 日（金）です。ぜひご応募ください。
　なお、開催要項、他の部門の詳細につきましては、
市のホームページをご覧ください。（主要ポータル
サイトで「第 64回真岡市文化祭」と検索）
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

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】10月 4日～ 11月 22日【とき】10月 4日～ 11月 22日
　午前 9時～ 10時　（毎週水曜日、全 8回）　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【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【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20人程度　【申し込み】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】 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

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/

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。サポー
ターとは、何か特別なことをするのではなく、認知
症の人や家族に対する理解者になることです。
【とき】9月 13日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 1会議室　【受講料】無料
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【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「カフェ里」認知症カフェ「カフェ里」
　認知症カフェとは、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できる場です。
【とき】9月 12日（火）午前 10時～ 11時
【ところ】グループホームきぬの里（中 313-3）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも参加可
【内容】認知症施設の役割、相談など
【参加料】100円（おいしいコーヒーつき）
【申し込み】グループホームきぬの里に直接電話で
　申し込みください。
【申し込み】グループホームきぬの里 ☎ 83-5355 
【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 

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！

9 月の集団健診9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
6 日（水）、21日（木）、
22日（金）、29日（金）総合福祉保健センター

7日（木）、8日（金） 二宮コミュニティセンター
【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

※ 9月の女性がん集団検診は、定員となりました。
　10月以降、または、施設検診を申し込みください。
【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

初心者初心者のためののための女性水泳教室女性水泳教室
【とき】9月 21日、28日、10月 5日、12日、19日、
　26日 午後1時～2時30分（毎週木曜日、全6回）
【ところ】フィールドビックスイミングスクール真岡
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着40人
【参加料】無料　【持ち物】水着、水泳帽子、ゴーグル
【注意事項】妊娠中の方、高校生は参加できません。会
場施設の駐車場は使用できません。参加者は総合体
育館など近くの市関係施設駐車場をご利用ください。

【申し込み】9月6日（水）から、電話（平日午前 9時
　～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 22 回第 22 回
真岡市音楽祭協賛企業募集真岡市音楽祭協賛企業募集
【とき】11月12日（日）　【ところ】市民会館大ホール
【出演】特別出演団体、真岡市内の幼稚園・保育園、
学校、一般音楽団体

【協賛金】①御社名掲載料 2千円②広告掲載料 1万円
【協賛特典】①プログラムへの御社名掲載（フォン
ト 14・太字）②プログラムへの広告掲載（規格
は B5 の半分）　【申込期限】9月 15 日（金）ま
でに下記窓口へ図案を FAXでお送りください。

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

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

科学教育センターイベント科学教育センターイベントのの案内案内
★天体観望会★
【とき】9月 8日（金）午後6時 30分～ 7時 30分
【定員】先着 20組（小学生以下は保護者同伴）
【内容】天体望遠鏡を使用し、土星を観察します。
【参加料】無料
【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申込期間】9月4日（月）～ 6日（水）
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※電話での申し込みが必要です。
【問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

観察

【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

75 歳以上の方の75 歳以上の方の
後期高齢者健康診査施設健診後期高齢者健康診査施設健診
　後期高齢者健康診査施設健診は、75歳以上の方
（年度内に 75 歳になる方、介護認定を受けている
方を除く）を対象とした市内指定医療機関で個別に
受診する基本健康診査です。
　今年度中に、集団健診で、後期高齢者健康診査を
受診された方・人間ドッグを受診された方は、受診
する必要はありません。
　また、糖尿病などの生活習慣病で定期的に治療中
の方は必ずしも健康診査を受ける必要はありません。
　受診を希望される方は、郵送してある「後期高齢者
健康診査【受診票】」に住所・氏名・生年月日・電話番
号、問診部分を記入のうえ、「受診券」と一緒に「市内
の指定医療機関」の窓口に提出し受診してください。
【実施期間】11月 30日（木）まで
【対象者】昭和 17年４月１日以前に生まれた方
　※対象の方には個別通知しました。【健診費用】無料
【注意】年度内に 75歳になる方（昭和 17年 4月 2
日～昭和 18年 4月 1日生まれの方）は、施設健
診（医療機関での健診）の対象とはなりませんの
で、集団健診（生活習慣病健診）をご利用ください。

市民市民
講座講座
だんでぃ・らいふ講座だんでぃ・らいふ講座
～趣味を見つけて元気にアップ～～趣味を見つけて元気にアップ～

　　そば打ち、料理、工芸、作法、健康体操等、いろそば打ち、料理、工芸、作法、健康体操等、いろ
いろな趣味的な活動をとおして、自分に合う趣味をいろな趣味的な活動をとおして、自分に合う趣味を
見つけ、同世代間の仲間づくりをしましょう。見つけ、同世代間の仲間づくりをしましょう。
【とき】10月 7日、11月 4日、12月 2日、１月 6日、
2月 10日、3月 3日（各土曜日、全 6回）　

【ところ】市公民館真岡西分館　中会議室【ところ】市公民館真岡西分館　中会議室
【対象】【対象】市内在住または勤務している40歳以上の男性市内在住または勤務している40歳以上の男性
先着 20人先着 20人

【受講料】実費（材料費等は各回ごとに集金）【受講料】実費（材料費等は各回ごとに集金）
【申し込み】現在受付中（午前8時30分～5時15分）【申し込み】現在受付中（午前8時30分～5時15分）
　電話、窓口、FAX にて本人が申し込み　電話、窓口、FAX にて本人が申し込み
【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3回歴史教室の開催第3回歴史教室の開催
　　今年のテーマは「下野の中世を紐解く」です。参加今年のテーマは「下野の中世を紐解く」です。参加
は自由ですので、ぜひご参加ください。は自由ですので、ぜひご参加ください。
【とき】9月2日（土）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市民会館　小ホール　【参加費】無料
【講師】栃木県考古学会会長　橋本 澄朗 氏
【演題】「中世城館跡について～芳賀郡の事例を中心として～」
【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


