
「まちなか保健室」「まちなか保健室」駅前館で駅前館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します

もおかスポーツクラブもおかスポーツクラブ
スポーツチャンバラ教室スポーツチャンバラ教室
　「エアーソフト剣」という柔らかい剣状のものを使用
して行う、現代的なチャンバラごっこスポーツです。
【とき】2月17日（土）午前9時30分～11時30分
【ところ】山前農村環境改善センター 多目的ホール
【対象】小学生以上の方  先着 20人
【参加料】高校生以上 500円、中学生以下 200円
　（当日会場でお支払いください）
　※もおかスポーツクラブ会員の方は無料
【持ち物】頭を覆うことができる手ぬぐいまたはタオル
【申し込み】2月14日（水）までに電話（平日午前8時30分
　～午後5時15分 )またはFAX・Eメールで申し込み
【申し込み・問い合わせ】もおかスポーツクラブ（市総合体育館内） 
  ☎ 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・性別を明記

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/

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
真岡市立図書館真岡市立図書館

◆八月の会による講演◆
今、次世代に伝えたいこと～9歳の少女が見た戦争～
【とき】2月 3日（土）午後 1時 30分～
【参加料】無料　【申し込み】不要

◆豆まき＆おはなし会 in 真岡◆
【とき】2月 3日（土）午後 2時～ 3時
【内容】節分に関連した読み聞かせ、簡単な工作、豆まき
【参加料】無料　【申し込み】不要

二宮図書館二宮図書館
◆豆まき＆おはなし会 in 二宮◆

【とき】2月3日（土）午前10時 30分～11時 30分
【内容】節分に関連した読み聞かせ、豆まき
【参加料】無料　【申し込み】不要
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
　二宮図書館 ☎ 74-0286

全身の健康はお口と歯から！全身の健康はお口と歯から！
健康塾～口腔ケア編～健康塾～口腔ケア編～
　歯周病は全身の健康にも影響を及ぼす国民病で
す。歯周病の予防方法を、実際に歯を磨きながら
学ぶセミナーです。
　参加者には、歯科衛生士おすす
めの歯ブラシをプレゼントします。
【とき】2月 28日（水）
　午後1時30分～3時（受付：午後1時20分から）
【ところ】真岡市公民館　第７会議室
【対象】40～ 74歳の市民の方　先着30人
【内容】①お口の健康と歯周病の話（講話） 
　②正しい歯磨きの実践
　　（染色液で、口の中の磨き残しをチェック） 
　③健口体操
【持ち物】普段使っている歯ブラシ、ハンドタオル
【申し込み】2月 21日（水）までに下記窓口または
　電話で受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

若手演奏家支援事業コンサート若手演奏家支援事業コンサート
遠山 綾 テューバリサイタル遠山 綾 テューバリサイタル
【とき】3月11日（日）午後2時開演（午後1時30分開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【入場料】全席自由　◆大人 1,000 円 
　◆小人（高校生以下）500円
　※未就学児の入場不可 
【チケット】現在発売中
【プレイガイド】市民会館（文化課）のみ
【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・祝日休）

2 月の図書館だより2 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≫ 6、13、20、27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≫ 10日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 10日（土）午後2時～
　「おにたのぼうし」（18分）
≪おはなしの森≫ 17 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 20日（火）午後2時～
　「最高の人生のつくり方」（94分）
≪幼児向けおはなし会≫ 23 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
≪キャンドルの会≫ 10 日（土）午前 10時～
　【内容】絵本の読み聞かせ＆工作（ラップの芯で
動くおもちゃ）　をつくろう
≪映写会（大人向け）≫ 15日（木）午後 2時～
　「魔法をすてたマジョリン」（111分）
≪スタッフの読み聞かせ≫17日（土）午後2時～
≪館長のおはなし会≫ 24 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 24日（土）午後 2時 30～
　「くまのがっこう」（20分）
≪三つ子の魂育成事業≫27日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286
2 月の休館日2月の休館日（真岡・二宮）5日、19日、26日

西原公民館・堀込公民館西原公民館・堀込公民館がが
宝くじの助成により新しくなりました宝くじの助成により新しくなりました
　宝くじの普及広報活動の一環として、（一財）自治
総合センターのコミュニティセンター助成事業によ
り、西原自治会・堀込自治会が地域公民館新築に対
する助成を受け、地区の行事や地域の交流を深める
場の整備を行いました。
　この事業は、地区住民の行う自主的なコミュニ
ティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図る
ため、住民の需要の実態に応じた機能を有する多目
的な総合施設の建設を目的としています。
【問い合わせ】真岡市地域公民館連絡協議会 ☎ 82-7151

【とき】2月4日（日）午前 10時～正午
【内容】コレステロールの気になる方
　（個別相談も実施します） 　【講師】栄養士
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
　（駐車場は、SLキューロク館をご利用ください）
【対象】市内在住の方　先着 15人　
※当日申し込みも可能です。お気軽にご利用ください。
【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

「市民のつどい」開催「市民のつどい」開催
　私が体験した東日本大震災　私が体験した東日本大震災
　知らないことは怖いこと　知らないことは怖いこと
　3.11から約 7年、あの時起きた出来事や、現在に
至るまでの想いを体験談を交えてお話いただきます。
【とき】2月3日（土）午後1時30分～（午後1時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【講師】みらいサポート石巻 語り部 佐藤 麻紀氏
【入場料】無料【主催】真岡市女性団体連絡協議会
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

申込不要

「まちなか保健室」「まちなか保健室」からのからの
お知らせお知らせ

　まちなか保健室では、定期的に健康チェックをし
ていただくため、「毎月 5・15・25 日」と 5の付
く日を、「健康チェックの日」としてお知らせして
います。あなたの、健康チェックにお役立て下さい。
【健康チェック項目】
　①血圧、②血管年齢、③体組成計、④握力
【利用時間】午前 9時～午後 4時まで
【健康相談員がいる時間】
　田町館：午前 10時～午後 1時まで　
　駅前館：午前 10時～午後 3時まで
まちなか保健室は、毎日開所し、地元区の人達が、
お茶を入れて、温かくお迎えしてくれます。お気
軽にお越し下さい。お待ちしています。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

料金無料
秘密厳守 2 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 13日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 13日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※2/2（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

13日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

6、13、20、27 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  6日（火）  9:30 ～11:30
【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

利用しましょう！利用しましょう！
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　次の年齢の方は、クーポンの利用で1回に限り市で
実施する大腸がん検診の自己負担が無料になります。
対象者には5月に無料クーポンをお送りしました。無
料で受けられるこの機会にぜひお申し込みください。
【対象者】昭和51年 4月 2日～昭和52年 4月 1日
生まれの方

【受診方法】下記窓口へ申し込みください。検査容
　器を郵送します。お送りした検査容器に２日分の
　便を取って提出するだけの手軽な検査です。
【検査容器の提出日・ところ】
健康増進課：午前8時30分～正午、午後1時～4時
2月 7日（水）、14日（水）、21日（水）

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

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】2月 14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

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】2月 15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 7・8 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】2月2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

みんなのひろば
●ガールスカウト入団説明会
【とき】2/4（日）10:00 ～ 12:00【ところ】真岡市公民
館第 1会議室【対象】平成 30年度幼稚園年長～高校 2
年の女の子の保護者の方【問い合わせ】村上☎82-2233

市民市民
講座講座

男性のための
そば打ち講座

【とき】3月 3日（土）午前 9時～正午頃
　（1回のみの開催）
【ところ】市公民館真岡西分館　調理室
【対象】市内在住または勤務の方15人（定員超抽選）
【受講料】1,000 円
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、打っ
たそばを持ち帰る容器（タッパー、パック等）、
空の 500ml ペットボトル容器 1本

【申し込み】2月 2日（金）～ 8日（木）までに、
　下記窓口または電話で受付　（午前 8時 30 分～
午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座

【とき】2月 27日（火）午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館二宮分館  
【対象】市内在住または勤務の方 先着30人　
【受講料】2,500 円（材料代） 
【持ち物】園芸用ハサミ
【申し込み】2月 6日（火）から下記窓口または　
電話で受付（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 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

ひなまつり用
フラワーアレンジメント教室

「市政こよみ 2月号」お詫びと訂正「市政こよみ 2月号」お詫びと訂正
　2月 1日に発行された「市政こよみ 2月号」に
つきまして、　六曜の記載に誤りがありましたので、
お詫びいたします。詳細は、市HPをご覧ください。


