
認知症講演会認知症講演会
～認知症の人の声に耳を傾けて～～認知症の人の声に耳を傾けて～

【とき】12月 19日（火）午後 1時 30分～ 3時
　(開始 30分前から受付 )
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【対象】認知症に関心のある市民、医療・福祉・介
護等の関係者（定員になり次第受付終了）

【講師】オレンジサロン「石蔵カフェ」福本 知恵子 氏
　認知症の人と家族の会　栃木県支部　世話人代表
　金澤 林子 氏
　オレンジサロン「石蔵カフェ」とは、宇都宮市　
　にある認知症の人やその家族を中心に誰もが参　
　加できる、つどい、いこい、交流の場所です。
【参加料】無料
【申し込み】下記へ電話にて申し込み
【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

科学教育センター12月の案内科学教育センター12月の案内
★科学の広場★「ザ・リサイクル計画」

　身近なものを使って、リサイクルします。
【とき】2日（土） 午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小 ･中学生 先着 24組
　（小学 4年生以下は保護者同伴） 
【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】11 月 22 日（水）、24 日（金）、下記
にて電話受付（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 FAX 83-6211

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/

11/19市場11/19市場感謝デー感謝デー開催開催
【とき】11月19日（日）午前8時～正午　※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場（八條 475 番地）
■イベント内容
①地場野菜、果物、水産物の即売
②軽食販売 (市場特製あぶり丼、焼きそば、焼きと
　うもろこし、うどん、そば、餅、鮎の塩焼き など )
③アトラクション ※下記の他にも様々なイベントがあります。
　・さんまのつかみ取り…午前 8時 30分から
　・みかんのつかみ取り…午前 9時 30分から
　・模擬せり、ちびっ子模擬せり (小学生以下 )
　　…午前 9時から
　・ミュージカル、子どもダンス…午前9時30分から
　・ハワイアンダンス…午前10時30分から
　・生バンド演奏…午前 11時から
■フリーマーケット多数出店予定■フリーマーケット多数出店予定
【問い合わせ】 公設芳賀地方卸売市場協力会 
　☎ 82-8585  FAX 84-0225

離乳食教室離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方
【とき】12月 7日（木）受付：午前 9時 45分
　教室：午前 9時 50分～ 11時 15分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 29 年 5・6 月生まれで、離乳食が始まっ
ているお子さんと保護者　先着 20 組

【内容】講話「2回食に向けての進め方」（試食あり）
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】11月 24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

12月12月のの情報センター講座情報センター講座
①年賀状作成講座
【とき】3日（日）午後 1時 30分～ 5時 30分
【対象】当センターのWord 講座履修者、または　
　Word の基本操作ができる方
【内容】Word2013 を使用し、年賀状の裏表面作成
②PowerPoint 基礎講座
【とき】10日（日）午前 10時～午後 5時 30分
【対象】マウス操作、文字入力ができ、ワープロ　
　操作の習熟者
【内容】プレゼンテーションの作成、画面の切り替え、
　スライドのレイアウト・デザイン等
＜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 　【受講料】無料
【申し込み】11/24（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）

女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
施設検診は受けましたか？施設検診は受けましたか？
　検診終了日の間近は大変込み合いますので、受診券
をお持ちの方は早めに受診してください。検診は、集
団か施設のどちらか年度内1回です。新たに施設検診
をご希望の方は、下記申し込み先までご連絡ください。
【検診終了日】平成30年2月28日（水）  ※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸部がん検査のみ 800円

30歳以上

子宮頸部がん
および体部がん検査

（体部がん検診は医師が必要
と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部がん
のみは
800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上で
マンモグラフィを
希望しない方

40歳～49歳 視触診
マンモグラフィ（2方向） 600円

50歳以上 視触診
マンモグラフィ（1方向） 500円

【対象医療機関】

子
宮
が
ん
検
診

医療機関医療機関 電話番号電話番号
岡田・小松崎クリニック 84-1941
小菅クリニック　要予約 84-3511
柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院　
月曜日～金曜日の午前11時までに受付 82-2195

ひがのクリニック 74-0051

乳
が
ん
検
診

医療機関 検査内容 電話番号
金子医院 要予約 ①・② 83-2818
亀山クリニック 要予約 ①・② 83-3212
鬼怒ヶ丘クリニック 要予約 ①・② 84-1124
ふじた外科内科クリニック 要予約 ①・② 80-2877
小菅胃腸外科クリニック 要予約 ① 83-8611
高野医院 要予約 ① 82-3162
芳賀赤十字病院
社会課で予約 要予約 ② 82-2195
福田記念病院 要予約 ① 84-1171
柳田外科肛門科医院 ① 82-5525
芳賀中央クリニック ① 028-677-5581

※検査内容：①※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とマンモグラフィ
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122  FAX83-8619

第5回歴史教室の開催第5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
加は自由ですので、ぜひご参加ください。
【とき】11月18日（土）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）　小ホール
【講師】元二宮町史編さん室  専門員　浪江 健雄 氏
【演題】「水谷、戦国を生き抜く」
【申し込み】事前申込不要。当日会場にお越しください。

第 6 回歴史教室
【とき】12月9日（土）※時間、会場は上記と同様
【講師】栃木県立博物館　学芸部長　江田 郁夫 氏
【演題】「長沼氏について」
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

真岡市まちかど美術館真岡市まちかど美術館
市民ギャラリー『多田絵画愛好会グループ展』市民ギャラリー『多田絵画愛好会グループ展』
　文星芸術大学多田夏雄先生にご指導
いただき、真岡市内で活動しています。
【期間】11月20日（月）まで
　午前 9時～午後 5時
　 （最終日は午後 3時まで）　【入館料】無料
【ところ】まちかど美術館（田町2203番地 1）
　※駐車場は寿町中央商店街駐車場をご利用ください。
【問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070

●地方税の申告は eLTAX（エルタックス）で！
　eLTAXは、地方税における手続きを、インターネッ
トを利用して電子的に行うシステムです。手続きが自
宅やオフィスからできたり、複数の地方自治体へまと
めて一度に送信できたりするなどのメリットがありま
す。eLTAX のサービスは無料です。国と地方にそれ
ぞれ提出する義務のある源泉徴収票・給与支払報告書
を一括して eLTAXで一元的に送信することができま
す。これにより、PCdesk で給与支払報告書と源泉
徴収票の統一様式に１回入力するだけで、それぞれの
データが作成され、給与支払報告書データが市区町村
に、源泉徴収票のデータが国税庁に届けられます。
eLTAXに関する詳しい情報はホームページ（http://
www.eltax.jp/）をご覧ください。eLTAX の利用可
能時間 8:30 ～ 24:00（土日祝日、年末年始は除く）
【問い合わせ】ヘルプデスク☎ 0570-081459

みんなのひろば

から

会会

市民市民
講座講座

花のある暮らし
しめ飾り作り

  プリザーブドフラワーを使ってしめ飾りを作ります。
【とき】12月9日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】市公民館大内分館 （大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住または勤務の成人の方  先着 20人
【受講料】2,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用ハサミ、新聞紙
【申し込み】11月 11日（土）から受付中、下記電話、
　窓口で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704 FAX83-6147（日・月曜・祝日休）

第 51回こらぼ茶話第 51回こらぼ茶話
プリザーブドフラワープリザーブドフラワーでで生活生活にに潤潤いいをを
　プリザーブドフラワーを使って小鉢飾りを作ります。
【とき】12月 13日（水）午前 10時～正午   
【ところ】二宮コミュニティセンター 202 会議室
【対象】市内在住、通勤・通学されている方　先着12人
【参加料】1,500円（材料代）
【持ち物】木工用はさみ、木工用ボンド
【講師】フラワーエデュケーションジャパン 檜山 きみ 氏
【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）
　☎ 81-5522 FAX81-5558

芳賀郡市PTA協議会研修会芳賀郡市PTA協議会研修会
「新しい時代を親子でともに「新しい時代を親子でともに
豊かに生きるために」豊かに生きるために」

　工藤敬子氏を招き、近年の子ども事情
とともに新しい時代を子どもと一緒に
生きるためのポイントを伝えます。
【とき】11月 26日（日）　
　午後 1時 30分から（午後 1時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【講師】コミュニケーション＆ワーク・ライフバランス
コンサルタント 工藤 敬子 氏　【入場料】無料

【主催】芳賀郡市 PTA協議会
【問い合わせ】真岡市教育委員会 生涯学習課 
　☎ 82-7151　FAX 83-4070

 真岡市芸術鑑賞会映画会 真岡市芸術鑑賞会映画会
「美女と野獣」「美女と野獣」（吹替え版）（吹替え版）
　世界を魅了したディズニーアニメ不朽の
名作「美女と野獣」を実写映画化。2017 年最大の
ヒット作を是非“いちご”ホールで鑑賞しませんか。
【とき】11月 18日（土）
　①午後 2時から ②午後 6時 30分から
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館） 大ホール
【上映時間】2時間 10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　※当日購入可※全席自由
　※平成 29年度芸術鑑賞会会員 無料
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

駅前館「健康講座」駅前館「健康講座」
【とき】11月21日（火）午後1時30分～2時30分
【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
【内容】糖尿病を予防しよう　【講師】市保健師
【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）

田町館「健康栄養講座」田町館「健康栄養講座」
【とき】11月 26日（日）午前 10時～正午
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】肥満予防の為の食事について 【講師】栄養士
【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）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

「まちなか保健室」「まちなか保健室」
市民市民
講座講座 たこづくり教室たこづくり教室
　　赤城凧の会の講師指導のもと、手作り凧（剣凧）を
作ります。手作り凧で、来年1月14日（日）に開催さ
れる「にのみやたこあげ大会」に参加してみませんか。
【とき】12月 16日（土）　午前 9時～正午
【ところ】市公民館　二宮分館
【対象】市内在住または市内在学の方
　（小学生以下は保護者同伴）　先着 20組
【持ち物】軍手　【受講料】300円（材料代）
【申し込み】11月 21 日（火）から下記電話、窓口
で受付　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館　　　
　☎74-0107  FAX 74-0187（日・月曜・祝日休）

午

代）


