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7 月の図書館だより7 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≫3、10、17、24、31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≫ 14日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 14日（土）午後2時～
　「ドラゴンキングダム」（86分）
≪映写会（大人向け）≫ 17日（火）午後2時～
　「An aquarium-水族館-沖縄美ら海水族館」（63分）
≪おはなしの森≫ 21 日（土）午後 2時～
≪幼児向けおはなし会≫ 27 日（金）午前10時～
◆真岡市立図書館開館記念イベント◆
【とき】7月 7日（土）、8日（日）
【ところ】真岡市立図書館
【内容】暗号クイズに挑戦（各 1時間半）
　午前 10時～ /午後 1時～
　もおかぴょんと記念撮影（各 30分）
　午前 11時 30分～ /午後 2時 30分～　　　
※暗号クイズは小学生以上（幼児は保護者同伴）
※定員なし、事前申込不要
◆もおか市図書館プロジェクト◆

障がいって何だろう？～みて・きいて・楽しめる夏休み～
　楽しいワークショップや、字幕付き映写会等を開催します。
【とき】7月25日（水）、26日（木）午前10時～午後4時
【ところ】真岡市立図書館　2階会議室
　※詳細についてはお問い合わせください。
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
 　http://www.moka-lib.jp/

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫5日（木）午前10時30分～
≪キャンドルの会≫ 14 日（土）午前 10時～
　【内容】絵本の読み聞かせ＆工作（変身ピエロを作ろう）
≪映写会（大人向け）≫ 19日（木）午後 2時～
　「ミュージカル　赤毛のアン」（159分）
≪スタッフの読み聞かせ≫ 21日（土）午後2時～
≪子育て支援センター≫24日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪映写会（子ども向け）≫ 28日（土）午後2時30分～
　「おおきなかぶ」（21分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

7 月の休館日7月の休館日（真岡・二宮）2日、9日、23日、30日（真岡のみ）28日（花火大会のため）

    男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業　　
家族のためにはじめよう「おとう家族のためにはじめよう「おとう飯飯

はんはん

」」
　ふれあい食材で簡単ランチを作ってみませんか。
【とき】7月 21日 ( 土 )　午前10 時～正午
【ところ】市公民館　調理室
【対象】市内在住、在勤の男性　定員 30人
　※定員を超えた場合は抽選
【内容】かつおだしで簡単和風あんかけ焼きそば、　
　ごま和えのもとで和風ポテトサラダ、和風パフェ
【参加料】無料
【持ち物】エプロン、三角巾、布巾
【申し込み】7月13日（金）までに下記にて電話受付
　（午前 8 時 30 分～午後 5時15 分）　
 【申し込み・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係 
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー巡回相談会＆巡回セミナー
①とちぎジョブモール巡回セミナー①とちぎジョブモール巡回セミナー
【とき】7月 19日（木）午前 10時 30分～正午
【内容】就活のマナー＆コミュニケーション
【講師】ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会②とちぎジョブモール巡回相談会
【とき】7月 19日（木）午後 1時～ 4時
【内容】キャリアカウンセリング、適正職業診断、
履歴書の書き方、面接の受け方のアドバイス
③とちぎ生涯現役シニア応援センター③とちぎ生涯現役シニア応援センター
　   ぷらっと巡回相談会　   ぷらっと巡回相談会
【とき】7月 19日（木）午後 1時～ 4時
【内容】セカンドライフや生涯学習に関するアドバイス、
ボランティアや就労などの社会参加活動のアドバイス

共通事項共通事項
【ところ】真岡商工会議所（真岡市荒町 1203）
【参加料】無料
【申し込み】7月 17 日（火）午後 5時までに下記
へ電話申し込み

【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係 　
　☎ 83-8134 FAX83-0199

市の花「わた」市の花「わた」を育ててみませんかを育ててみませんか
　「わたの苗」を無料配布します。プランターや花
壇で栽培できます。苗は、「わたづくり体験」の参
加者が種をまいたものです。
【配布日時】現在配布中（午前 10時～午後 4時）
【ところ】真岡木綿会館　先着150人（1人3ポット）
【問い合わせ】真岡木綿会館（火曜日休）
　☎ 83-2560 FAX85-8159

根本山しぜん体験教室 根本山しぜん体験教室 
オオムラサキを観察しようオオムラサキを観察しよう
　雑木林を飛びまわったり、樹液を吸ったりする
オオムラサキをじっくり観察します。
【とき】7月15日（日）午前9時30分～11時30分
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止
【対象】どなたでも参加可能 （小学 4年生以下は保護
　者同伴）先着 30人　【参加料】無料
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物、
　あれば双眼鏡
【申し込み】7月1日（日）から下記にて電話受付
【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）

7 月7月ののモオカの休日開催モオカの休日開催
とき 内容（主催） 参加料

1日（日）、15日（日）
午前11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

5日（木）、19日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

7日（土）、21日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会）無料

12日（木）、26日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

【ところ】 観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内）

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

科学教育センター 7月科学教育センター 7月のの案内案内
夏の夜間特別公開

★  夏 の ほ し ぞ ら 散 歩  ★★  夏 の ほ し ぞ ら 散 歩  ★

【とき】7月 6日（金）　午後 7時
　※途中入場不可（投影時間約 50分）

★  番 組 特 別 公 開  ★★  番 組 特 別 公 開  ★

【とき】7月 7日（土）午前 11時
　※途中入場不可（投影時間約 50分）
【内容】番組「迷宮のプラネタリウム」、「火星～赤
い惑星の謎～」　星座解説なしの 2本立て！

共 通 事 項共 通 事 項

【観覧料】高校生以上 200円、4歳～中学生 100円、
3歳以下無料（開始 30分前から観覧券販売）
　※定員になり次第、観覧券の販売終了
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211

みんなのひろば

市民市民
講座講座 夏休みこども習字教室夏休みこども習字教室

【とき】7月24日、31日、8月7日、21日
　午前 9時 30分～ 11時（各火曜日、全 4回）
【ところ】市公民館二宮分館　【ところ】市公民館二宮分館　
【対象】市内在住の小学生　先着 20人【対象】市内在住の小学生　先着 20人
　（小学 3 年生以下は保護者同伴）　（小学 3年生以下は保護者同伴）
【持ち物】習字用具一式（太筆、細筆、硯、墨汁、半紙、【持ち物】習字用具一式（太筆、細筆、硯、墨汁、半紙、
　新聞紙数枚）　【受講料】無料　　新聞紙数枚）　【受講料】無料　
【申し込み】7月 3日（火）から下記窓口または【申し込み】7月 3日（火）から下記窓口または
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　電話受付（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（日曜・月曜・祝日休）

真岡自然観察会・真岡の自然を守る会真岡自然観察会・真岡の自然を守る会
野反湖観察会野反湖観察会

＆軽井沢散策ツアー＆軽井沢散策ツアー
　自然とふれあいながら、避暑地で楽しいひととき
を過ごしませんか。
【とき】7月 22日（日）
【集合】青年女性会館東側砂利駐車場
　午前 6時集合（午後 6時頃帰着）
【ところ】野反湖・軽井沢など 　【定員】先着 40人
【参加料】5,000 円（当日集金）
【持ち物等】昼食、飲み物、帽子、雨具、山歩きの
　できる長袖・長ズボン、歩きやすい靴等
　※双眼鏡など観察補助具があればお持ちください。
【申し込み】7月15日（日）必着。連絡先明記の上、
　下記へFAXまたは郵送で申し込みください。
【申し込み】真岡自然観察会事務局〒 321-4362
　真岡市熊倉町 3423-4（中村宅）FAX82-6285
【問い合わせ】自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
　☎ 84-6781 （日曜・月曜・祝日休）

●真岡市夏祭大花火大会のボランティア募集
　7/28（土）に開催される、真岡市夏祭第 49 回大
花火大会に警備等のボランティアスタッフとして参加
してみませんか。【とき】7/28（土）17:30 ～ 21:00
【問い合わせ】花火大会実行委員会事務局☎ 090-
6159-8431（田口）

平成 30 年度 歴史教室開催平成 30 年度 歴史教室開催
真岡の魅力再発見真岡の魅力再発見

本当はスゴい！真岡の歴史と文化財本当はスゴい！真岡の歴史と文化財
　下記の日程で実施します。各回とも参加は自由です。　下記の日程で実施します。各回とも参加は自由です。
【とき】各土曜日　※申し込み不要
　第 1回 ：7月１4日、第 2回 ：8月 11日
　第 3回：9月 8日、第 4回：10月 6日
　第 5回：11月 17日、第 6回：12月 1日　
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）　小ホール
【時間】午前10時～正午　【参加料】無料
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

認知症カフェ認知症カフェ  ～ほっとできる空間～～ほっとできる空間～

スマイルカフェ Hi, ポーズスマイルカフェ Hi, ポーズ
【とき】7月 11日、25日（各水曜日）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】グループホームふれんど真岡（東大島801-4）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】ラジオ体操、健康チェック、認知症予防ゲーム
【参加料】無料
【申し込み】グループホームふれんど真岡
　（☎ 81-5181）にて電話受付

すこやかカフェすこやかカフェ
【とき】7月 18日（水）午後 2時～ 3時
【ところ】ＪＡはが野デイサービスセンター 
　すこやか二宮（久下田 1603-1）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】「パルロ」と一緒にレクリエーションしよう、
　相談【参加料】無料
【申し込み】ＪＡはが野デイサービスセンターすこやか
　二宮（☎ 73-1022）にて電話受付
【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 FAX 83-6335

「まちなか保健室」駅前館で「まちなか保健室」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
【とき】7月 8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】誤嚥性肺炎にならないために　【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

あなたの家のあなたの家の石塀・ブロック塀石塀・ブロック塀はは
安全ですか？安全ですか？

　石塀等の倒壊による人的被害を未然に防止するた
め、点検・管理をお願いします。また、石塀等の撤
去や生垣づくりへの補助制度もありますので、詳し
くは、下記まで問い合わせください。
【問い合わせ】建設課建築係 ☎83-8150 FAX83-6240

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】  8 ～ 9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】7月 25 日（水）までに井頭温泉へ電
話申込⇒ 7月 25 日（水）（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 


