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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】6月 21日（木）
　午前9時50分～11時15分（受付:午前9時45分）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 29 年 11・12 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】6月 8日（金）午前 9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

●奨学生募集
　公益財団法人栃木県育英会では平成30年 4月に高等
学校、修業年限2年以上の専修学校高等過程に在学し
ている方を対象に奨学生を募集します。【募集期間】6
月 20日（水）まで【貸与月額】国公立18,000円、私
立30,000円【願書等配布先】県内高等学校、市町教育
委員会、県教育事務所、県民プラザ、県民相談室等【問
い合わせ】（公財）栃木県育英会事務局 ☎ 028-623-
3459 HP:http://www.tochiiku.sakura.ne.jp/

市民市民
講座講座

～鰹（カツオ）をさばこう～～鰹（カツオ）をさばこう～
　鰹のさばき方と鰹を使った調理法を学びます。
【とき】7月 1日（日）午前 9時 30分～午後 1時
【参加費】約 2,000 円（材料代）
　※天候によって魚の値段が変動することがあります。

～烏賊（イカ）をさばこう～～烏賊（イカ）をさばこう～
　　烏賊のさばき方と烏賊を使った調理法を学びます。
【とき】7月 4日（水）午前 9時 30分～午後 1時
【参加費】約 1,500 円（材料代）
　※天候によって魚の値段が変動することがあります。
＜共通事項＞＜共通事項＞
【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　各 20人程度
　（申し込み多数の場合は抽選）※両日の受講も可
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、保冷剤
　冷たい状態でさばいた魚を持ち帰れる容器
【申し込み】6 月 9 日（土）までに下記窓口、電話、までに下記窓口、電話、
　FAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）　FAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）
　※本人のみ受け付けます。　※本人のみ受け付けます。
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日曜・月曜・祝日休）

わんぱく親子スポーツ教室 わんぱく親子スポーツ教室 
　トランポリン、スマイルボウリング、スカイクロ
スなど親子で楽しめるスポーツに挑戦します。
【とき】7月 8日（日）午前 9時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内在住の小学生とその親または祖父母
　先着 30組（60人）
【参加料】無料
【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
【申し込み】6月 6日（水）から、電話（平日午前
9時～午後5時 15分）・FAX・Eメールにて受付

【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 ﾙは、住所・氏名・電話番号・学年・性別を明記

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室  
キケンな虫や草をおぼえようキケンな虫や草をおぼえよう
　触ってはいけない虫や植物を観察し、自分の身の
守り方と生き物との付き合い方を覚えましょう。
【とき】6月16日（土）午前9時30分～11時30分 
【ところ】根本山自然観察センター　※小雨決行
【対象】どなたでも参加できます　先着 20人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　
【参加料】無料
【持ち物等】タオル、飲み物、長袖シャツ、長ズボン、
　運動靴、帽子
【申し込み】6月2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・祝日の翌日休み）

市民市民
講座講座     
　　ヨガの基本的な講習を行います。
【とき】6月15日、22日、29日、7月6日、13日
　（毎週金曜日、全 5回）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館山前分館 (山前改善センター）
【対象】市内在住または勤務の方で、市公民館主催のヨガ
教室に参加したことのない初心者の方　先着25人

【受講料】無料
【持ち物等】運動できる服装、バスタオル、飲み物
　※ヨガマット等をお持ちの方は持参ください。
【申し込み】6月5日（火）午前8時30分から電話受付
【その他】託児施設はありませんので、お子様連れ
　の参加はご遠慮ください。
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎82-2802 FAX83-6146（日曜・月曜・祝日休）

～男性もご参加ください～
きほんのヨガ

い～
ガ

久保記念観光文化交流館ワークショップ久保記念観光文化交流館ワークショップ
「メキシコの切り絵をつくろう」「メキシコの切り絵をつくろう」
　メキシコのお祭りの時などに飾られる
「パペルピカド」というカラフルな切り
絵飾りを作ります。
【とき】6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】先着10人程度（小学生以上）　【参加料】100円
【持ち物】はさみ、デザインカッター
【申し込み】下記窓口へ直接または電話にて受付
　（定員に空きがある場合は当日受付も可）
【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）

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】  7 ～ 8月コース：先着 40人 
【ところ】“いちご”の湯（井頭温泉）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（19時以降のレッスンもあります）

【対象】30～74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】6月 25 日（月）までに井頭温泉へ電
話申込⇒ 6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 

6 月に 70 歳を迎える方へ6 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　6月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 23年 6月 30日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係
　　　　 二宮支所 福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）に 1回のみです。
　6月に申請された方への温泉券の交付枚数は、
　10枚（10 カ月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

  真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「空海（KU-KAI）美しき王妃の謎」「空海（KU-KAI）美しき王妃の謎」
【とき】6月 2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】約 2時間 30分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円 ※当日購入可 ※全席自由
　※平成30年度芸術鑑賞会会員 無料
【作品紹介】日本の原作、中国のスタッフ、そして日
中を代表する豪華実力俳優の共演。唐の首都・長
安の街をかつてない規模で再現した美しく雄大な
セットを舞台に史上空前のスケールで描かれる、
東洋の「ダヴィンチ・コード」とも言うべき極上
のエンターテイメント大作が誕生する。東宝×
KADOKAWA初の共同配給作品。日中共同制作映
画として史上最大の本格ビックプロジェクト。
　平成30年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中です。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
親子のためのクラシックコンサート親子のためのクラシックコンサート

音楽の絵本音楽の絵本
～ダブルクインテット～～ダブルクインテット～

【とき】8月 26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） 大ホール
【入場料】全席指定（前売り・当日とも）
　◆大人2,000円　◆小人（高校生以下）1,500円 
　◆親子ペア販売（大人1枚、小人1枚）3,000円
 ※4歳以上有料、3歳以下膝上無料（席が必要な場合は有料）
 ※真岡市芸術鑑賞会会員は、市民会館購入時のみ500円引き
 ※購入されたチケットの払い戻しは不可
【チケット発売】
　6月 3日（日）午前 9時から
　（電話予約は午後 1時から）
　※電話予約開始直後は電話が
　　つながりにくいことがあります
【プレイガイド】市民“いちご”ホール（市民会館） 
☎ 83-7731（日・祝日を除く8：30～17：15）、

　ｽｰﾊﾟー ｷｯｽﾞﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ http://superkids.co.jp/ticket/、
　FKDインターパーク宇都宮☎028-657-6534、
　FKDショッピングプラザ宇都宮☎028-623-5269、
　チケ探（インターネット販売）http://ticketan.net/
【申し込み・問い合わせ】
　市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日曜・月曜・祝日休）

©SUPERKIDS©SUPERKIDS

一般介護予防事業　　一般介護予防事業　　
いきいき体操教室　
筋力トレーニング編　筋力トレーニング編　

　筋トレマシンを使用した体操教室です。初めての方
でも、無理なく続けられるよう、スタッフが指導します。
【とき】 ①7月2日から毎週 月曜日（14:00～15:00）
　　　②7月4日から毎週 水曜日（14:00～15:00）
　　　③7月5日から毎週 木曜日（14:00～15:00）
　　　④7月6日から毎週 金曜日（14:00～15:00）
　※全 6回　※申込順に受講日時を決定
【ところ】iFitness“いちごの湯”（井頭温泉）内
【対象】各曜日とも、先着 4人ずつ
　65歳以上で、膝の痛みや筋力の低下がみられる方
【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

みんなのひろば
●竹はり画竹真会「つなぎゆく若者へ」を開催
【とき】6月 5日（火）～ 29日（金）【ところ】にの
みやコミュニティセンター2階【問い合わせ】コラボー
レもおか ☎ 81-5522 FAX81-5558

親子料理教室親子料理教室
　春キャベツの花しゅうまい、卵とレタスのスープ、
アボカドのサラダ、ミルクかんを作ります。
【とき】6月 23日（土）午前9時 30分～午後１時
【ところ】市公民館　調理室
【対象】市内在住の小学生とその親または祖父母　
　先着 30人　　　
【参加料】大人 600円、子供 500円（材料費として）
【持ち物】エプロン、ふきん、室内履き（子どものみ）
【申し込み】6月 1日（金）午前 8時 30分から
　下記にて電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122  FAX83-8619 

会

　

  図書ボランティア研修会
【とき】6月 16日（土）
　午前9時30分～正午（受付:午前 9時～）
【ところ】ふみの森もてぎ（茂木町茂木1720-1）
【対象】読み聞かせボランティアとして活動している
方、図書ボランティアとして活動している方、読み
聞かせ・図書ボランティアをこれから始めたい方

【講師】公益財団法人東京子ども図書館　小野寺 愛美 氏
【申し込み】6月8日（金）までに、窓口または電話受付
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070

1）

真岡市健康 21プラン推進事業講演会真岡市健康 21プラン推進事業講演会
「血管年齢「血管年齢をを若返らせる食若返らせる食とと健康」健康」
【とき】6月 21日（木）午後 2時～ 3時 30分
　（受付：午後 1時 30分）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【講師】特定非営利活動法人 日本成人病予防協会　
　健康管理士一般指導員　上原 道康 氏
【定員】200人　【参加料】無料
【申し込み】6月 15日（金）までに、下記窓口ま
　たは電話にて受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX83-8619

プロ直伝！プロ直伝！
魚のさばき方講座魚のさばき方講座


