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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】12月 24日（月・祝）　午後 2時～ 3時
【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、その他どなたでも参加可
【内容】クリスマス会
【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）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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室

落ち葉落ち葉ののプールプールをを作って遊ぼう作って遊ぼう
　熊手で雑木林の落ち葉をかき集め、大きな山を
作ってプールにします。ふかふかの落ち葉の中へ飛
び込んで楽しく遊びましょう！　※雨天中止
【とき】12月 16日（日）午前 10時～正午
【ところ】根本山自然観察センター　
【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】汚れても大丈夫な動きやすい服装、
　防寒具（手袋、あれば毛糸の帽子）
【参加料】無料
【申し込み】12月2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）

  クリスマスファミリーコンサートクリスマスファミリーコンサート
　お子さんと一緒に楽しいクリスマスを過ごしませんか？
【とき】12月 1日（土）　午前 10時 30分から
【ところ】第一子育て支援センター
【対象】就学前のお子様とその保護者　【参加料】無料
【内容】サンタクロースと歌おう、ピアノ連弾など
【出演】「響和会」小倉伸一氏ほかメンバー
【申し込み】不要。直接会場へお越しください。
【問い合わせ】第一子育て支援センター
　☎ 84-1545 （FAX兼）

12 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≫4、11、18、25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≫ 8日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 8日（土）午後2時～
　「アリとキリギリス」ほか（35分）
≪おはなしの森≫ 15 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 18日（火）午後2時～
　「ネコナデ」（85分）
≪幼児向けおはなし会≫ 28 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≫6日（木）午前10時30分～
≪キャンドルの会≫8日（土）午前10 時～
　絵本の読み聞かせ＆工作（動物のトコトコレース）
≪スタッフの読み聞かせ≫15日（土）午後2時～
≪映写会（大人向け）≫ 20日（木）午後 2時～
　「今朝の秋」（90分）
≪映写会（子ども向け）≫ 22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！
赤ずきんちゃん」ほか（30 分）
≪子育て支援センター≫25日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ

◆クリスマスおたのしみブック◆
　クリスマスにおすすめの本をラッピングして貸し
出します。どんな本が包まれているかはお楽しみ！
【とき】12月15日（土）～24日（月・祝）
※子ども向け、大人向けそれぞれ冊数制限があります。
（申し込み不要）
【問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286

12月の休館日12月の休館日（真岡・二宮）3日、10日、17日、 　　　　　 29 日～ 1月 3日

市民市民
講座講座

お正月用　
フラワーアレンジメント

【とき】12月27日（木）午後7時～9時
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方 先着30人
【受講料】3,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用ハサミ
【申し込み】12 月 4 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）

【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）

第 6 回 歴史教室開催第 6 回 歴史教室開催
　仏像の鑑賞の仕方や真岡の仏像の魅力についてお
話をいただきます。（無料・事前申し込み不要）
【とき】12月 1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】文星芸術大学准教授　大澤 慶子 氏
【演題】「仏像に見る真岡の魅力」
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

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】12月 20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 5・6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】12月 7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

【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 

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　

【募集コース】  1 ～ 2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】12月24日（月）までに井頭温泉へ電話申
込⇒12月 24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

1 日体験講座1 日体験講座
【対象】市内在住・在勤の方（複数申込可）

知っておいた方がいい相続にまつわる話知っておいた方がいい相続にまつわる話
　司法書士が相続から遺言書の作成まで、分かりや
すく説明します。※一期綴り（ノート）も配布します。
【とき】12月9日（日）午後2時～4時
【ところ】市公民館　第 7会議室
【対象】30人（申し込み多数の場合は抽選）
【参加費】無料
【申し込み】12月5日（水）までに下記にて電話受付
【問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070

図書館でボードゲームをしよう！図書館でボードゲームをしよう！
　カタン、カルカソンヌ、ラブレターなどを行います。
【とき】12月9日（日）午前10時～午後3時
【ところ】真岡市立図書館　2階会議室
【対象】10歳以上　定員なし
　（参加者多数の場合は待つ場合があります）
【参加費】無料
【申し込み】12 月 9 日（日）までに図書館にて
　電話受付　（月曜休館）
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

D51の 80 歳を祝うD51の 80 歳を祝う
ヘッドマークを募集ヘッドマークを募集

　D51は今年で満 80歳の傘寿を迎えます。SL
キューロク館では、12月 22日（土）、23日（日）
に 80歳を祝う各種イベントを開催し、ヘッドマー
ク撮影会も同時に実施します。自作のヘッドマーク
をつけたD51と記念撮影してみませんか。

◆ ヘッドマーク撮影会 ◆◆ ヘッドマーク撮影会 ◆
【とき】12月22日（土）午後2時40分～3時20分
【募集内容】D51の 80歳を祝うもので、次の規格に
　合うもの
①画用紙に直径74.5cmの円を書いて
　その中にデザインを作成する。
②作成した画用紙の裏に段ボールを
　貼って強度を補強する。
③段ボール側にひもを置いて、
　ガムテープで留めてD51に縛れるようにする。
【定員】先着20人　【申し込み】下記にて電話受付
※できあがったヘッドマークは12月22日（土）に持参
　優秀作品にはSLカレンダーを進呈します。
【申し込み・問い合わせ】
　SLキューロク館 ☎ 83-9600 （FAX兼）

平成31年平成31 年 真岡市成人式 真岡市成人式
保護者の方へ観覧席をご用意しました保護者の方へ観覧席をご用意しました
　観覧を希望される方は整理券が必要です。
【配布枚数】成人者世帯につき 1席、先着 100席
【整理券の配布】生涯学習課にて、12月 7日（金）
から配布します。（午前8時30分～午後5時15分）
※定員になり次第終了
※日曜・祝祭日、年末年始（12/29 ～ 1/3）は　
配布しておりません。

【成人式当日】整理券を受付に提出してください。
　整理券をお持ちでない方は入場できません。
※式典が始まってからの入退場はできません。
【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）

傾聴（お話を聞く）ボランティア傾聴（お話を聞く）ボランティア
養成講習会受講者募集養成講習会受講者募集

　障がいをお持ちの方などのお話を聴く傾聴ボラン
ティアを養成し、対象となる方々の心の健康増進を
図ることを目的に開催します。（計5回）
【とき】1月30日、2月6日、13日、20日、27日
　◆ 1月 30日、2月 6日 ･･･ 午前 9時から
　◆ 2月 13日、20日、27日 ･･･ 午前 10時から
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】講習会終了後、市で傾聴ボランティアとし
て活動する意思のある方　10人

※修了証は 5日間の全日程を受講した方のみ交付
【受講料】無料
【申し込み】1月11日（金）まで下記窓口または電話受付
【申し込み・問い合わせ】社会福祉協議会 
　地域福祉係　☎ 82-8844 FAX82-5516

市民市民
講座講座

花のある暮らし
クリスマスリース作り

  プリザーブドフラワーを使ってクリスマスリースを作ります。
【とき】12月8日（土）　午後1時30分～3時30分
【ところ】市公民館大内分館 （大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住または勤務で成人の方  先着 20人
【受講料】2,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用はさみ、新聞紙
【申し込み】11月 30 日（金）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）

市民市民
講座講座

花のある暮らし
しめ飾り作り

  プリザーブドフラワーを使ってしめ飾りを作ります。
【とき】12月22日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】市公民館大内分館 （大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住または勤務の成人の方  先着 20人
【受講料】2,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用はさみ、新聞紙
【申し込み】11月 30 日（金）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）
【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704 FAX83-6147（日曜・月曜・祝日休）

みんなのひろば

●人権啓発活動地方委託事業「芳賀町人権のつどい」
【とき】12月8日（土）13:30開演【ところ】芳賀町民会館ホー
ル【内容】《講演会》講師 増岡弘 氏　マスオの人権問題考「こ
とばはプレゼント」（「サザエさん」のマスオさん役などでお馴
染みの人気声優）《アトラクション》芳賀町出身の音楽家によ
る「ハープとソプラノのしらべ」《その他》子どもの人権絵画
コンテスト作品展示 など

●そこが知りたい！相続　～家庭裁判所でできること～
【とき】12月7日（金）13:30～15:30【ところ】宇都宮地
方・家庭裁判所【定員】先着40人【内容】相続について、相
続に関する家庭裁判所の手続について【参加料】無料【申込方
法】電話受付【申し込み・問い合わせ】宇都宮家庭裁判所☎
028-333-0042

市民市民
講座講座 たこづくり教室たこづくり教室
　　赤城凧の会の講師指導のもと、手作り凧（六角凧）
を作ります。手作り凧で、来年1月20日（日）に開催
される「にのみやたこあげ大会」に参加してみませんか。
【とき】12月 15日（土）　午前 9時～正午
【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住・在学の方　先着 20組
　（小学生以下は保護者同伴）
【持ち物】軍手　【受講料】300円（材料代）
【申し込み】12月 11 日（火）までに下記窓口、ま
たは電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
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