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市民市民
講座講座 体幹ワークアウト　
　筋力トレーニングの基礎を学びましょう。
【とき】8月30日、9月6日、20日、10月4日、18日、
　11月1日（各木曜日、全6回）午後7時～8時30分
【ところ】市公民館 第 5・6会議室
【対象】市内在住または在勤の成人の方で、膝・腰な
どに痛みのない65歳未満の方 24人（定員超抽選）

　※Ｈ30 年度市民講座「体幹トレーニング」を受講
した方はご遠慮ください。

【持ち物】ヨガマット（お持ちの方）、汗拭きタオル、
飲み物、動きやすい服装　【受講料】無料

【申し込み】8月4日（土）までに、下記窓口または電話
で本人のみ受付（午前8時30分～午後5時15分）

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎82-7151 FAX83-4070

8 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≫7、14、21、28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≫ 11日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 11日（土）午後2時～
　「キクちゃんとオオカミ」（45分）
≪おはなしの森≫ 18 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 21日（火）午後2時～
　「マダム・フローレンス」（111分）
≪幼児向けおはなし会≫ 24 日（金）午前10時～
◆第 11回　真岡市立図書館寄席◆
　真岡落語研究会の皆さんによる落語の実演です。
【とき】8月 5日（日）午後 1時 30分～
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫2日（木）午前10時30分～
≪映写会（大人向け）≫ 16日（木）午後 2時～
　「奇跡のパンダファミリー」（49分）
≪スタッフの読み聞かせ≫18日（土）午後2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 25日（土）午後2時30分～
　「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミック
　フロント☆ NEXT」（25 分）
≪子育て支援センター≫28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
8 月の休館日8月の休館日（真岡・二宮）6、13、20、27日

　雷や打ち上げ花火などの大きな音にびっくりして
犬が逃げてしまった、との相談が多く寄せられます。
迷子にならないように、十分気を付けましょう。
①雷が鳴り出したときは、犬などの動物は家の中に
いれるなど、逸走しないよう管理しましょう。
②犬の身元証明である鑑札および注射済票は必ず装
着させましょう。連絡先を書いた名札・マイクロ
チップも飼い主を探す手がかりになります。
③もしも逃げてしまった場合は、環境課または栃木
県動物愛護指導センター、真岡警察署へすぐ連絡
をしてください。

【問い合わせ】環境課環境保全係 ☎83-8125  FAX83-5896
　栃木県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458
　真岡警察署 ☎ 84-0110

雷や打ち上げ花火で　　　雷や打ち上げ花火で　　　
犬が逸走しないために　　犬が逸走しないために　　

  8月の8月の　　
子育て支援センター＆サロン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 月～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
月～金（土、日、祝日は除く）
午前 9時～午後 5時
（13～ 16日臨時休館）

二宮地域サロン
（二宮コミュニティセンター）

1日、8日、22日、29日（水）
午前 9時～正午

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（土、日、祝日は除く）
午前9時～正午、午後1時～3時
（7日・8日午後、13～16日、22日休）

第一子育て支援センターの行事予定第一子育て支援センターの行事予定

1 日（水）午後 3時～ 育児講座あいあい「真女
生による歌とゲーム」

21日（火）午前11時15分～ こっこ　身体計測
23日（木）午前10時45分～ 親子でふれあい遊び
29日（水）午前10時45分～  こっこ　お誕生会

【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第二子育て支援センターの行事予定

1 日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会
7日（火）午前10時45分～ 子育て健康相談
13日（月）～ 16日（木） 臨時休館

【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にのみや保育園子育て支援センターの行事予定
10 日、24日
31日（各金曜日）
29日（水）

午前 11時～ 体育遊び

  8日（水） 夏 祭 り
23日（木） 午前 11時～ リズム遊び

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200

認知症カフェ認知症カフェ
こもれびカフェ ～ こもれびカフェ ～ 笑笑

ニコニコニコニコ

 ～ ～
【とき】8月 22日（水）　午前 11時～正午
【ところ】ふれんど真岡デイサービスセンター（八木岡377-6）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】夏祭り　【参加料】無料
【申し込み】ふれんど真岡デイサービスセンター
　（☎ 81-1120）へ電話で申し込みください。
【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

歴史資料保存館夏休み一般公開歴史資料保存館夏休み一般公開
昔の遊びを体験してみよう昔の遊びを体験してみよう
　　歴史資料保存館では、夏休み４日間限定で夏季一歴史資料保存館では、夏休み４日間限定で夏季一
般公開を行います。ノスタルジー溢れる品物たちを般公開を行います。ノスタルジー溢れる品物たちを
「見て！ふれて！学ぼう！」。自由研究のヒントを探「見て！ふれて！学ぼう！」。自由研究のヒントを探
しに、ぜひご来館ください。しに、ぜひご来館ください。
【とき】8月2日（木）～5日（日）午前9時～午後4時【とき】8月2日（木）～5日（日）午前9時～午後4時
【ところ】【ところ】歴史資料保存館（旧物部小学校高田分校）
【内容】①夏の遊び体験（竹水てっぽう・シャボン玉・
ボンボン釣りなど） ②ぬり絵③割り箸ゴムてっぽ
う射的④真岡市の文化財建造物すごろく

【参加料】無料　【申し込み】事前申し込み不要
【問い合わせ】真岡市教育委員会事務局
　文化課文化財係 ☎ 83-7731 FAX83-4070

科学教育センター科学教育センター
夏休み特別公開の案内夏休み特別公開の案内

【一般公開期間】7月 31日（火）～ 8月 6日（月）
【開館時間】9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 16:00
★スライム・発泡入浴剤づくり、化石発掘★
【とき】①スライム　②発泡入浴剤　③化石発掘

7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6
10:00 ② ① ③ ① ①
11:00 ② ① ③ ① ①
14:00 ① ② ① ③ ③
15:00 ① ② ① ③ ③
【ところ】第1・2科学実験室　【参加料】1人 100 円
【対象】各回最大20人（小学4年生以下は保護者同伴）
　※入場券は家族分のみの配布となります。
★簡単ものづくり体験★
【時間】9:00 ～ 11:30/13:00 ～ 15:30
【参加料・定員】無料、定員なし
★ミニショー★ -196℃の世界
【時間】11:30 ～　【参加料・定員】無料、定員なし
★プラネタリウム★　
　当日の星空解説と番組「さいごの恐竜ティラン」
【時間】10:00 ～ /13:30 ～ /15:00 ～
　（15:00 ～のみ星空解説なし、番組ロング ver）
【観覧料】高校生以上 200円、中学生以下 100円
★展示品の見学・大型実験装置の体験★探検カード
　ふだん公開していない大きな実験装置の体験や、簡単
な問題に答えて全部クリアするとお土産がもらえます。
　※内容等は予告なく変更する場合があります。
【申し込み・問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

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】8月 23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 30年 1・2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】8月10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

ちゃれんじ 60ちゃれんじ 60
歩こうか真岡プラス1参加者募集歩こうか真岡プラス1参加者募集
　健康のために、ウォーキングと生活習慣の改善に
取り組みましょう。
【とき】9月 1日（土）～ 12月 28日（金）
【対象】市内在住で 18歳以上の方
　(家族、グループでの参加も可 )
【内容】①期間中に以下の2点に60日以上取り組む
・今より 1日 1,000 歩（10分）多く歩く
・生活習慣改善の取り組みを 1つ決め、実行する
　（減塩する、間食を控える、禁煙するなど）
②取り組みを「ちゃれんじ記録票」に記入
③ 60日以上達成し、記録票を提出した方に、達成賞・オ
リジナルグッズ・お買い物補助券（300円分）を贈呈

　（井頭温泉、あぐ里っ娘、道の駅にのみや等で利用できます。）
【申し込み】参加申込書(健康増進課・二宮支所窓口、ま
ちなか保健室に設置）に記入し下記まで申し込み。申
し込まれた方に「ちゃれんじ記録票」をお渡しします。

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

山の日は根本山においでよ！山の日は根本山においでよ！
　8月11日（土・祝）は山に親しみ、山の恩恵に感謝す
る日です。根本山を1日めいっぱい楽しみましょう。
【根本山しぜん体験教室】セミをつかまえて観察しよう【根本山しぜん体験教室】セミをつかまえて観察しよう
　セミのつかまえ方や持ち方、見どころが分かります。
【とき】8月11日（土・祝）午前9時30分～11時30分
【ところ】根本山自然観察センター　【参加料】無料
【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）　
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、
　帽子、飲み物、あれば虫とり網　※雨天中止
【申し込み】7月28日（土）午前8時30分から電話受付

特 別 な 野 鳥 ク ラ フ ト特 別 な 野 鳥 ク ラ フ ト
　この日に限り、根本山の野鳥クラフト全36種の中
から、1人1つ作れます。制作時間は、約1時間です。
【とき】8月11日（土・祝）午前9時～午後2時30分
【参加料】無料　【申し込み】随時受付
【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）

【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943 FAX83-8554
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844 FAX82-5516

西日本豪雨災害義援金西日本豪雨災害義援金のの受付受付
　西日本を中心にした豪雨による河川の氾濫や土砂
災害の発生により、甚大な被害が出ています。市で
はこの災害で被災された方々を支援するため、下記
の場所に募金箱を設置し、義援金の受付をしていま
す。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。

日本赤十字社日本赤十字社
【募金箱設置場所】市民課、社会福祉課、
　二宮支所、市公民館、真岡西分館
【受付期間】12月 26日（水）まで
◆税控除を受けられる方◆
　本義援金を拠出された方については、法律により一
部免除を受けられる場合があります。免除を希望の方は、
足利銀行・栃木銀行にある振込依頼書をご利用ください。
詳しくは、社会福祉課社会福祉係までご連絡ください。

共同募金会共同募金会
【受付窓口】栃木県共同募金会真岡市支会
　（事務局）社会福祉協議会
【受付期間】9月 20日（木）まで
　詳しくは、社会福祉協議会までご連絡ください。

節水にご協力ください節水にご協力ください
　6月の少雨による影響で、鬼怒川水系では7月10
日から10％の取水制限が行われています。市の上水
道では、一部鬼怒川より取水した県水を使用してい
ますが、今のところ日常生活への影響はありません。
　しかし、今後も雨が少なければ厳しい渇水となる
ことも予想されるため、市民・各事業所の皆さまに
は節水を心がけていただけますようお願いします。
【問い合わせ】水道課庶務係 ☎83-8167 FAX84-7512

かんきょう自習室の開設かんきょう自習室の開設
　芳賀地区エコステーションでは、環境学習や自主
学習の場として学習室を開設しています。ごみ発電
による空調で快適な館内をクールシェアしましょう。
【とき】8月19日（日）まで（午前9時～午後4時30分）
　※8月9、10、13日は施設繁忙日のため利用できません
【問い合わせ】芳賀地区エコステーション
（真岡市堀内 1839）☎ 81-1244 FAX81-1266

『いちごの湯』子ども料金割引！『いちごの湯』子ども料金割引！
　いちごの湯（井頭温泉）の子ども料金を下記の期間に
限り割引します。ぜひこの機会に家族でご利用ください。
（ただし、小学生以下は保護者同伴でお願いします。）
【割引期間】8月 1日（水）～ 31日（金）
【対象】中学生以下の子ども（3歳未満は無料）
【利用料金】市内外問わず温泉・全館利用一律200円
【問い合わせ】井頭温泉 ☎ 83-8822（火曜日休）
　健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946 FAX83-8619

　　


