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≪10 月≫  ≪10 月≫  献血にご協力を献血にご協力を
と　き と　こ　ろ

17日
（水）

 9:30 ～ 10:20 栃木県農業共済組合 芳賀支所
15:40～16:30 株式会社常陽銀行 真岡支店

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

第2回第2回ノルディックウォーキング教室ノルディックウォーキング教室
　２本のポール（ストック）を使って歩行運動を補
助し、エクササイズ効果をアップします。
【とき】10月 6日、20日、11月 3日
　（各土曜日、全 3回）　午前 9時～ 11時　
【ところ】井頭公園 自由広場 ※雨天時はスポーツ交流館
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着20 人
【持ち物等】運動できる服装、運動靴（雨天時は体育
　館シューズ）、タオル、 飲み物　【参加料】無料
【申し込み】下記電話（平日午前 9時～午後 5時 15
　分）・FAX・Eメールにて現在受付中。
【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 ﾒｰﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室

【とき】10月11日（木）午前9時50分～11時15分
　（受付：午前 9時 45分まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成30年7月生まれの乳児と保護者 先着17組
【内容】講話「赤ちゃんとの日常生活・産後ママの
　体のケア」、ベビーマッサージ他
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル 1枚
【申し込み】9月 28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

みんなのひろば
●栃木県最低賃金が 時間額 826 円 に！
　栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業所で働くすべ
ての労働者とその使用者に適用されます。一般労働者はも
ちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用され、特定
の産業には、特定最低賃金が定められています。詳しくは、
栃木労働局労働基準部賃金室（☎028-634-9109）、また
は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

科学教育センター科学教育センター

動く！膨らむ！スライム動く！膨らむ！スライム
　いつもと材料を少し変えたスライムを作ります。
【とき】10月6日（土） 午前9時30分～10時30分
【対象】小・中学生　先着 24組
　（小学 4年生以下は保護者同伴） 
【参加料】100円（子ども 1人につき）
【申し込み】9月 26日（水）～ 28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）
※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

第63回第63回市場開放デー開催市場開放デー開催
【とき】9月 23日（日）　※雨天決行
　午前 8時～ 商品が無くなり次第終了 
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475番地）
【内容】地場野菜 1,000 円以上お買い上げの方抽選
で 30 人に新米コシヒカリ 1kg プレゼント！秋
の味覚、ぶどう、梨、りんご、厚切り牛タン、鮎
の塩焼き、市場特製イカ入り焼きそば、特大ジャ
ガバターの販売。しじみ汁無料配布。1,000 円
以上購入で粗品プレゼント（数量限定）

【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX84-0225

　ご家庭で用意したプレゼントをサンタクロースが
届ける事業の企画・運営を行います。
【対象】市内在住・勤務の18歳～35歳の方
　（高校生不可）
【申し込み】9月28日（金）までに下記
　窓口・電話・FAX・Eメールで申し込み
※第 1回実行委員会は 9月 30 日（日）午後 6時　
　から公民館第 1会議室で開催します。
【申し込み・問い合わせ】　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜 ･祝日休）
　Eメール ： gakusyuu@city.moka.lg.jp

サンタの贈り物 20 1 8   
実行委員募集

鬼怒水辺ふれあい観察会鬼怒水辺ふれあい観察会  
赤トンボををつかまえようつかまえよう

　赤トンボをつかまえて種類や仲間を調べます。 
つかまえたトンボは、最後に逃がします。
【とき】10月 7日（日）午前9時 30分～11時30分
【ところ】鬼怒水辺観察センター　※雨天中止
【持ち物等】歩きやすい服装、帽子、
　飲み物、虫とり網、虫かご

共通事項共通事項
【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
【申し込み】9月23日（日）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）

ふれあい体験講座ふれあい体験講座
鍋パーティーをしよう！鍋パーティーをしよう！

　視覚にサポートが必要な方々とレクリエーション
ゲームや鍋料理を実施し、楽しく交流します。
【とき】11月 4日（日）午前 10時～午後 2時
　（30分前受付）
【ところ】大内農業改造改善センター（大内分館）
【対象】市内の小学生 4～ 6年生　先着 16人
【参加料】無料（昼食付）　
【申し込み】9月 25日（火）～ 10月 26日（金）
までに下記へ電話予約。その後窓口へ申込書提出。

【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
　☎82-8844 FAX82-5516

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室  
秋のカエルを観察しよう秋のカエルを観察しよう

　春に水辺にいたオタマジャクシやカエルは、秋に
なるとどこにいるのか、捕まえて観察します。
【とき】10月 6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　※雨天中止
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、長靴、カエル
　を捕まえるための網、帽子、飲み物

いちごの湯（井頭温泉）いちごの湯（井頭温泉）
臨時休業のお知らせ臨時休業のお知らせ

　皆さまに「安全・安心」して温泉をご利用してい
ただくため、総合点検や改修工事を行っています。
　今年は下記の期間を臨時休館して工事を行います
ので、ご理解・ご協力をお願いします。

【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

【臨時休館日】
◆ 9月 26日（水）～ 28日（金）の 3日間

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
伝統ある正統派混声合唱団伝統ある正統派混声合唱団

「東京カンマーコーア」コンサート「東京カンマーコーア」コンサート
【とき】9月 29日（土）午後 2時開演（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館） 大ホール
【入場料】全席自由
　（前売り）
　◆一般2,000円　◆学生（高校生以下）1,000円 
　（当日）前売りで完売しなかったときのみ販売
　◆一般2,200円　◆学生（高校生以下）1,100円
【問い合わせ】クラシックもおか事務局 ☎ 75-1688

すこやかカフェすこやかカフェ
【とき】10月 13日（土）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】認知症を理解しよう、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

市民市民
講座講座 親子でキャンプ入門
　テントの設営・宿泊、ダッチオーブン
料理、竹筒ご飯作りなどを行います。
【とき】10月 20日（土）～ 21日（日）
　午後 1時 30分～翌日午前 10時 30分まで
【ところ】にのみや野外活動センター
【対象】市内在住の小学生と保護者　先着 5組
【受講料】1,000 円程度（食料費など 1人につき）
【持ち物等】長袖、長ズボン、帽子、軍手（ゴムなし）、
運動靴

【申し込み】9月 26日（水）から電話受付
　（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  FAX 74-0187  （日曜・月曜・祝日休）

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロンサロン《10月》《10月》
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 火～金（月・土・日・祝日は除く）午前 9時～午後 5時
二宮地域サロン
（二宮コミュニティセンター）

3・10・17・24・31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）
（2・5日午後、17日休み）
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第一子育て支援センターの行事予定
16 日（火）

午前10時45分～
リズムであそぼう

26日（金） ミニ運動会
31日（水） 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

 3 日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会
12日（金） 午前10時～ 子育て健康相談

【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
12日、19日、
26日、（各金曜日） 午前 11時～ 体育遊び

18日（木） 午前 11時～ リズム遊び
25日（木） 午前10時30分～ ベビーマッサージをしよう

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200

子宮がん検診実施医療機関子宮がん検診実施医療機関
追加のお知らせ追加のお知らせ

　10月より、下記医療機関で子宮がん検診が受診
できるようになりました。

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

◆西真岡ｱｸｾﾌﾟﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾘﾆｯｸ（高勢町 3-203-1）
☎ 80-1000（予約制）
　婦人科診察日：毎週水曜日　午後 1時～ 2時

SL キューロク館をSL キューロク館を
ハロウィンで飾ろうハロウィンで飾ろう
　10月 3日（水）～29日（月）まで、ハロウィン
祭りを開催します。ご家庭で不要になったハロウィ
ングッズがありましたら、キューロク館へご提供く
ださい。期間中は、市内観光施設とのスタンプラリー
やイベントも開催しますので、ぜひお越しください。
【問い合わせ】SLキューロク館 ☎83-9600 （FAX兼）

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】10月 18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 3・4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】10月 5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

第 4 回 歴史教室開催第 4 回 歴史教室開催
　真岡市と、地理的に関係が深い茨城県の古代寺院
と官衙研究の最新成果をお話いただきます。
（無料・事前申し込み不要）
【とき】10月 6日（土）午前 10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【講師】水戸市教育委員会　川口 武彦　氏
【演題】「古代常陸国の寺院と官衙研究の最前線」
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

ご家庭で
実実実実実 赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤

ン

真真岡市版 エンディングノート岡市版 エンディングノート

「「一一
い ち ごい ち ご

期期綴綴
つ づつ づ

り」完成り」完成
　これまでの人生を振り返り、大切な
人に伝えたいこと・残したいことを
このノートに綴ってみませんか。
　自分のこと、健康のこと、もしもの
ときのことなど、6項目の構成です。
【配布対象】市民の方
【配布場所】地域包括支援センター窓口
【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


