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男女共同参画社会づくり講演会男女共同参画社会づくり講演会
「転んだら、どう起きる？」「転んだら、どう起きる？」
　高校球児として甲子園を目指すが途
中で挫折し、巨大暴走族の総長に。収
監された少年院で読んだチャップリン
の自伝に感動し役者を目指す。
【とき】11月 15日（木）
　午後 6時 30分開会（午後 6時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール 
　※全席自由　【入場料】無料
【内容】《第1部》真岡市男女共同参画推進事業者表彰
　　　  《第2部》講演　
【講師】宇梶 剛士 氏 （俳優 )
【申し込み】 申し込み不要。当日、会場にお越しください。
【問い合わせ】生涯学習課 女性青少年係 
　☎ 82-7151 FAX 83-4070

11 月11 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【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

【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）
とき 内容（主催） 参加料

1日（木）、15日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

3日（土）、17日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

4日（日）、18日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

8日（木）、22日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

中村地区公民館まつり開催中村地区公民館まつり開催
【とき】11月4日（日）午前9時30分から
【ところ】中村農村環境改善センタ－　
【内容】芸能発表、模擬店、小中学校児童・生徒、
愛好会の作品展示、中村中学校吹奏楽部の特別
演奏、カレーライスの無料配布（600 食）など

【問い合わせ】中村農村環境改善センター
　 ☎ 82-2902 FAX83-6148

【とき】10月28日（日）午前10時～午後3時30分
【ところ】こども発達支援センターひまわり園
　下籠谷4412-1（旧コンピューターカレッジ）※雨天決行
【内容】焼きそば等の模擬店、フラダンス等の発表、抽選会、
無料ふわふわ遊具、無料新米配布（数量限定）など

【問い合わせ】社会福祉協議会 ☎82-8844 FAX82-5516

第34回第34回ふれあいふれあいフェスティバルフェスティバル

科学教育センター ★科学の広場★科学教育センター ★科学の広場★

イカの血は何色？イカの血は何色？
【とき】11月10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）
【参加費】子ども１人につき 100円
【申し込み】10月31日（水）～11月2日（金）までに
　下記にて電話受付　※電話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

20182018 サンタの贈り物募集サンタの贈り物募集
　ご家庭で用意していただいたプレゼントをサンタ
クロースが皆さんの自宅へお届けします♪
　☆今年は 12月 24 日（月・祝）にお届けします！
【対象】市内在住の小学１年生以下の
　お子さんがいる家庭 　先着 100件
【申込期間】11月 9日（金）まで11月 9日（金）まで
　午前 8時 30分～午後 5時（日曜・祝日除く）
【申込方法】専用の申込用紙 (市公民館および各分
館に用意、市ホームページからもダウンロード可 )
に必要事項を記入し、下記へ直接お持ちください。
※プレゼントの受付は12月に入ってからです。申し
　込みの際にお持ちにならないよう、ご注意ください。

「サンタの贈り物」配達ボランティア募集！「サンタの贈り物」配達ボランティア募集！
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きません
か。詳細は下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】「サンタの贈り物」実行委員会事務局
　生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜・祝日休）

す

第64回第64回市場市場開放開放デーデー開催開催
【とき】10月 28日（日）午前 8時～
　商品が無くなり次第終了 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475番地）
【内容】脂ののった新サンマ、人気の鮭、はまぐり、
秋の味覚、ぶどう、みかん、りんご、厚切り牛タ
ン、焼き栗、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

まちのお休み処「もめん茶屋」
開館1周年記念イベン開館1周年記念イベントト

　昨年オープンした真岡市まちのお休み処「もめん
茶屋」が開館１周年を迎えます！1周年を記念して
「恋するいちご」を200個限定でプレゼントします。
　もめん茶屋では、いちごを使用したあんみつなど
の甘味や飲み物のほか、お食事も提供しています。
ぜひお立ち寄りください。
【とき】10月28日（日）【ところ】真岡市荒町2165-1
【営業時間】午前 10時～午後 6時
【問い合わせ】もめん茶屋　☎ 81-7215 

【とき】10月 28日（日）午前 9時 30分～正午
【ところ】総合福祉保健センター　【対象】市内在住の方

◆当日楽しめるコーナー◆◆当日楽しめるコーナー◆
　出張！まちなか保健室、骨密度測定（先着100人）、
手洗いチェックコーナー、ラジオ体操、スタンプラ
リー、なりきり写真撮影、ふまねっとコーナーなど

健康フェスティバル参加者募集健康フェスティバル参加者募集

【問い合わせ】
 　こども家庭課母子健康係　☎83-8121 FAX82-2340
 　健康増進課成人健康係　☎83-8122 FAX83-8619
　 E ﾒｰﾙ：kenkou@city.moka.lg.jp

犬の飼い主の皆様へ犬の飼い主の皆様へ
　頻繁な犬の鳴き声はご近所への迷惑になります。
適切なしつけを行いましょう。また、犬の放し飼い
は禁止です。散歩の際はリードをつけ、フンは必ず
持ち帰りましょう。
【問い合わせ】環境課環境保全係☎83-8125 FAX83-5896

  さいかつボール教室さいかつボール教室
　さいかつボールとは、バレーボール形式のスポーツで、
おにぎり形のボールを使います。ボールがどこに弾むか
分からない面白さがあり、どなたでも簡単に楽しめます。
【とき】11月 17日（土）　午前 10時～正午
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内の小学4年生以上の方　先着30人
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、
　タオル、 飲み物　
【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

第 2 回 みんなで楽しむ第 2 回 みんなで楽しむ

久保記念観光文化交流館 開館4周年記念イベント久保記念観光文化交流館 開館4周年記念イベント

久保邸ハロウィン久保邸ハロウィン
＆＆貞次郎さんのカレーフェスタ貞次郎さんのカレーフェスタ
　児童教育に熱心だった故久保貞次郎氏の志を受け継
ぎ、子どもたちに楽しんでもらえるハロウィン＆カレーイ
ベントを開催します。当日はぜひ、仮装して来てください！
【とき】10月28日（日）午前10時～午後3時
【ところ】久保記念観光文化交流館
【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

くっつくタネのクラフト
～飾れる標本を作ろう～～飾れる標本を作ろう～

　野外でくっつくタネの仕組みを観察し、集めてき
たタネで素敵な標本を作ります。
【とき】11月 10日（土）午前 9時 30分～正午
【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、シールつきフェルト、
　ビニール袋、筆記用具、定規、ハサミ、帽子、飲み物
【参加料】無料
【申し込み】10月27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）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室

11 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～
　「3匹の子ぶた」（30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～
　「足元の小宇宙」（44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

二宮図 書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫1日（木）午前10時30分～
≪映写会（大人向け）≫ 15日（木）午後 2時～
　「富士山麓日記」（86分）
≪スタッフの読み聞かせ≫17日（土）午後2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 24日（土）午後2時30分～
　「ウォルト・ディズニー製作の名作アニメ集！
小鳥の冒険 ほか」（33 分）
≪子育て支援センター≫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
11月の休館日11月の休館日（真岡・二宮）5、12、19、26日

Para os donos de cãesPara os donos de cães
Latidos frequentes incomodam os vizinhos.
Vamos adestrar.Proibido deixar solto.
Caminhar com coleira e guia(correia) e 
recorrer o excremento.
Tel: 0285-81-6941 

Para los dueños de canesPara los dueños de canes
Los ladridos de su mascota incomodan a los 
vecinos..
Adiestrémoslo periódicamente
Prohibido dejarlos sueltos.
Pasearlo siempre con su correa y recoger su 
excremento..
Tel: 0285-81-6941

SL キューロク館SL キューロク館
 ハロウィン祭り ハロウィン祭り

【とき】10月 28日（日）
スハフ 44形客車ハロウィンデコレーションスハフ 44形客車ハロウィンデコレーション

　ご家庭で不要になったハロウィングッズを利用してスハ
フ44をデコレーションしよう。

ハロウィン仮装大会ハロウィン仮装大会
　仮装してハロウィンの雰囲気を楽しみませんか。仮装をし
ている方限定でデゴイチ周辺を撮影会場として開放します。

そ の 他そ の 他
　デゴイチ機関助士体験、キューロク機関助士体験、車
掌車連結走行、軽トラ市、模擬店、フリーマーケット
【問い合わせ】SLキューロク館 ☎83-9600 （FAX兼）
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認知症カフェ認知症カフェ
木綿カフェ木綿カフェ

【とき】11月 10日（土）午後 3時～ 4時 30分
【ところ】グループホームエフビー木綿の郷
　（下高間木 1-7-1）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症相談、芋煮会
【参加料】200円（小学生以下は無料）
【申し込み】グループホームエフビー木綿の郷
　（☎ 81-3880）にて電話受付

すこやかカフェすこやかカフェ
【とき】11月 18日（日）　午前 10時～ 11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」と一緒に体操をしよう、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

分
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第第113回3回大久保ふれあい交流会大久保ふれあい交流会
【とき】10月 27日（土）午前 10時～午後 1時
【ところ】自然ふれあい園 “大久保 ”【参加料】無料
　※雨天時11:00～芋煮会のみ実施（市公民館西分館）
【内容】芋掘り、芋煮会、綿摘み体験など　 
【持ち物】おわん、箸、軍手
【問い合わせ】環境課環境計画係☎83-8241 FAX83-5896


