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12 月12 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 1日（金） H29年 7月 17日　   ～ 8月 1日生

9カ月児健診 8日（金） H29年 1月 27日　   ～ 2月 15日生

1歳 6カ月児健診 15日（金） H28年 4月 28日～5月30日生

3歳児健診 5日（火） H26年 11月 1日　   ～ 11 月 27日生
2歳児歯科検診 25日（月） H27年 12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。

12 月の「マタニティ・子育て相談会」12 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】13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　
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎83-8121 FAX83-8619

みんなのひろば

　 12月 12月のの結婚相談会　結婚相談会　
【とき】16日（土）午前 10時～ 11時
【ところ】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、Lサイズ縦 13cm×横 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

12 月の図書館だより12 月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫5、12、19、26日（火）午前10 時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語の絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 9日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 9日（土）午後2時～
　「ジャッキーのパンやさん」（20分）※字幕付き上映
≪おはなしの森≫ 16 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 19日（火）午後2時～
　「柳家花緑の落語入門」（114分）
≪幼児向けおはなし会≫ 22日（金）午前 10時～
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫7日（木）午前10時～
≪スタッフの読み聞かせ≫16日（土）午後2時～
≪映写会（大人向け）≫ 21日（木）午後 2時～
　「秘太刀馬の骨 2」（129分）
≪館長の読み聞かせ≫ 23 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 23日（土）午後 2時 30～
　「ポパイ ポパイの高いびき」他 7話（54分）
≪三つ子の魂育成事業≫26日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
★キャンドルの会による絵本の読み聞かせ＆工作は休み
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286
12月の休館日12月の休館日（真岡・二宮）4日、11日、18日、25日
年末年始年末年始 （真岡・二宮）12/29（金）～1/3（水）

　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
3 日（日）、5日（火）、
6日（水）、8日（金）、
11日（月）、15日（金）

総合福祉保健センター

13日（水）、14（木） 市公民館真岡西分館
※ 12月の女性がん集団検診は、定員となりました。
　1月以降、または施設検診を申し込みください。
※対象等の詳細は、下記までお問い合わせください。
【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

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！

12 月の集団健診12 月の集団健診

  12 月12 月のの　　
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（29日・30日・31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（29日・30日・31日・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）

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

地域サロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

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

地域サロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

7日、14日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム14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）

8日、15日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム15日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（5･19･25･29･30･31日、
4･8･20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
2 日（土）午前10時30分～ クリスマスファミリーコンサート
4日（月）

午前10時45分～

子育て健康相談
7日（木） 三つ子のふれあいタイム
8日（金） オピママと遊ぼう
12日（火） リズムで遊ぼう
27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

  5 日（火）
午前10時45分～

誕生会
  6 日（水） 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
15 日（金）
22日（金）午前 11時～ 体育遊び

20日（水）午前 10時～ クリスマス会
28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】12月 6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

＆サロン＆サロン

● 11（いい）月 30（みらい）日は「年金の日」　
　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の
生活設計について考えてみませんか。「ねんきんネット」
をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確
認できるほか、将来の年金受給見込額について、ご自
身の年金記録を基に様々なパターンの試算をすること
もできます。「ねんきんネット」については、日本年金
機構のホームページでご確認いただくか、宇都宮東年
金事務所（☎028-683-3211）へお問い合わせください。

●第 38回　真岡市長杯ゴルフ大会　
　ゴルフを通じて、市民の心身ともに健全な発展と相
互親睦を図り、スポーツの普及と振興を図るため、ゴ
ルフ大会を開催します。
【とき】平成 30 年 1 月 14 日（日）【ところ】“いち
ご”ゴルフクラブ（もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部）
【募集人数】先着 120 人【参加資格】ゴルフを愛好し
ている方なら、どなたでも参加できます。【参加費】
11,000 円（プレー代、食事代、賞品代、パーティー
代、諸経費）※もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部友の会会
員は、会員割引がありますので、当日フロントへ会員
証を提示下さい。【競技方法】ぺリア方式（打切り無し、
ハンデ無制限）【表彰】大会当日 2階レストランで表
彰式を行います。賞品授与のため、メンバーまたはグ
ループのうち、最低 1人は表彰式にご参加ください。
【申し込み】12月 20 日（水）までに、参加申込書に
必要事項をご記入の上、“いちご”ゴルフクラブ（も
おか鬼怒公園ゴルフ倶楽部）☎ 83-5501 へ申込みく
ださい。参加費は当日フロントにてお支払い。※締切
日前でも、定員になりましたら締め切らさせていただ
きます。【その他】スタート時間、組合せは後日決定
しお知らせいたします。

根本山しぜん体験教室
落ち葉のプールを作って遊ぼう落ち葉のプールを作って遊ぼう
　熊手で落ち葉をかき集め大きな山を作ってプールに
します。ふかふかの落ち葉の中へ飛び込んで遊びます。
【とき】12月9日（土）午前10時～正午 ※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】汚れても大丈夫な動きやすい服装、　　
防寒具（手袋、あれば毛糸の帽子）

【申し込み】11月25日（土）午前8時30分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター 
　☎83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）

市民市民
講座講座 冬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】12月 26日（火）、27日（水）、
　1月 4日（木）、　5日（金）　
　午後 1時 30分～ 3時（全 4回）
【ところ】市公民館 第 7会議室
【対象】市内の小学1年～6年生  20人（定員超抽選）
【受講料】無料　【持ち物】飲み物
【申し込み】11月24日（金）～12月8日（金）までに、
　下記へ電話申し込み（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　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

第 25回第 25 回
文化活動資金積立芸能発表会文化活動資金積立芸能発表会
【とき】12月2日（土）  午前10時開演（午前9時30分開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【入場料】300円（全席自由）前売り券、文化課にて発売中
【内容】日本舞踊、民謡、四つ竹健康おどり、ダン
スなど　ロビーでの市文化祭優秀作品展示（洋画・
日本画・写真・短歌・俳句・川柳・詩など）

【主催】真岡市文化協会
【問い合わせ】 文化課　☎ 83-7731　FAX83-4070

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
料理講習会の参加者募集料理講習会の参加者募集
　いわしの巻き揚げ、オイスターきんぴら、蒸し白
菜のえびあんかけ、すいとん汁、苺大福を作ります。
【とき】12月13日（水）  午前 9時 30分～午後 1時
【ところ】二宮コミュニティセンター
【対象】60歳以上の市内在住の方先着24人
【参加料】500円（材料費）
【持ち物】エプロン、三角巾、手ふき
【申し込み・問い合わせ】 シルバー人材センター
　☎ 84-1110　FAX84-1109（土・日曜休）

田町館田町館「健康講座」「健康講座」
【とき】11月29日（水）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田町館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】インフルエンザ予防　【講師】市保健師
【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）

駅前館「健康栄養講座」駅前館「健康栄養講座」
【とき】12月 3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駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】簡単な介護食について 【講師】栄養士
【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

「まちなか保健室」「まちなか保健室」

科学教育センターイベント案内科学教育センターイベント案内
★天体観望会★

　天体望遠鏡を使ってスーパームーンを観察します。
【とき】12月 4日（月） 午後 6時～ 7時
【定員】先着 30人（小学生以下は保護者同伴）
【参加料】無料
【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）、防寒具
【申し込み】11月 27日（月）～ 29日（水）、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

久保記念観光文化交流館美術品展示館久保記念観光文化交流館美術品展示館
「孔版画の世界」「孔版画の世界」関連ワークショップ関連ワークショップ
～シルクスクリーンで年賀状を作ろう～～シルクスクリーンで年賀状を作ろう～

【とき】12月 10日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】久保記念観光文化交流館 観光まちづくりセンター
【対象】小学生以上　先着 15人
【参加費】500円（版、スキージ付）
【持ち物等】下絵（15cm× 10cm以内）、あれば年
　賀はがき、エプロンまたは汚れてもいい服装
【申し込み・問い合わせ】 久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜休）


