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認知 症カフェ認知症カフェ
ウエルカフェウエルカフェ

　同じ悩みを抱えた方たちが集まり、ほっとする時
間を共有する場です。
【とき】12月 17日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】ウエルカフェ（ウエルシア真岡高間木店）
【対象】市内に住む認知症の方またはそのご家族
【内容】認知症相談　
【参加料】無料
【申し込み】下記にて電話受付（午前8時30分～
　午後5時15分）　
【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
来年来年のの干支干支イノシシイノシシをを作作ってって飾飾ろうろう
　雑木林で小枝や木の実を拾い、お正月に飾れるイ
ノシシを作ります。　※雨天中止
【とき】12月 23日（日）午前 9時 30分～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】野外を歩きやすい服装、軍手、木工用
ボンド、お手拭き、筆記用具、定規、ビニール袋、
お菓子の空き箱（A4サイズ）　【参加料】無料

【申し込み】12月8日（土）午前8時30分から電話受付
【お知らせ】12月 23日（日）午前の野鳥クラフト【お知らせ】12月 23日（日）午前の野鳥クラフト
　はお休みです。　はお休みです。
【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）

みんなのひろば
●芳賀地方 花の展覧会開催
　芳賀地域は、切り花や鉢花の栽培が盛んな地域
です。当地域で生産された品質の良い花たちが一
堂に会する花の展覧会を開催します。販売や展覧
会出品物の予約即売をします。地域のご当地キャ
ラクターも登場予定です。ぜひご来場ください。
【とき】12月 22日（土）午前 9時～午後 2時
【ところ】井頭フレッシュ直売所「あぐ里っ娘」
【問い合わせ】芳賀農業振興事務所☎ 82-3074

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき体操教室いきいき体操教室

　ボールを使用した運動やストレッチ等によってバ
ランス能力を高め、転倒予防をしましょう。
【とき】 水曜コース：平成31年 1月 9日（水）から　
　週 1回（全 8回）午前9時～10時
【ところ】 いちごの湯（井頭温泉）ifitness
　（送迎はありません。各自お越しください）
【対象】65歳以上の市民　15人
※ 10月のコースに参加した方は、参加できません。
【申し込み・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 FAX83-6335

12 月に 70 歳を迎える方へ12 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　12 月に 70 歳になる方、および今年度まだ温泉
券を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししてい
ます。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和23年12月31日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または二宮支所 福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）に 1回のみです。
　12 月に申請された方への温泉券の交付枚数は、
　4枚（4カ月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

方）

「まちなか保健室」「まちなか保健室」
健康栄養講座 駅前館健康栄養講座 駅前館

【とき】12月 9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」
【内容】簡単な介護食
【対象】市内在住の方 先着 15人　【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

利用しましょう！利用しましょう！
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　次の年齢の方は、クーポンの利用で 1回に限り、
市で実施する大腸がん検診の自己負担が無料になり
ます。対象者には無料クーポンをお送りしましたの
で、無料で受けられるこの機会に、ぜひお申し込み
ください。
【対象者】クーポン対象者のみ
　昭和 52年 4月 2日～昭和 53年 4月 1日生
【受診方法】
　2日分の便を採って、下記へ提出するだけの簡単な調
査です。検査容器をお送りしますので、下記へ申し込み
ください。

大腸がん検体提出日
12月 17日、18日、19日、20日
1月 21日、22日、23日
2月 4日、12日

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619 図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ

真岡市立図書館真岡市立図書館
◆図書館でボードゲームをしよう◆
　アナログで楽しめるゲームを体験してみよう。
【とき】12月 9日（日）午前 10時～午後 3時
※ 1ゲーム 40分程度です。
　お好きな時間にご参加ください。
【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
【参加費】無料
【申し込み】当日午後 1 時まで図書館にて受付中
◆サンタに本を読んだことを伝えよう◆サンタに本を読んだことを伝えよう◆
～～クリスマスのブックラリークリスマスのブックラリー～～

　本を 5冊読んで、サンタに手紙を出そう！サン
タは気づいてくれるかな？
【とき】12月24日（月・祝）まで ※定員・参加条件なし
◆第 9 回 新春！かるた大会第 9 回 新春！かるた大会◆
　ぐりとぐらかるた、栃木かるた、小倉百人一首を
みんなで楽しみます。
【とき】平成 31年 1月 5日（土）午後 2時～ 4時
【ところ】真岡市立図書館 2 階会議室
【対象】5歳以上～小学生まで　先着 12人
【申し込み】午前 9時から下記窓口または電話にて
　受付中
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

二宮図書館二宮図書館
◆クリスマスお楽しみブッククリスマスお楽しみブック◆
　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）

新 春！新 春！
◆ダンボールで恐竜を作ろう in二宮◆◆ダンボールで恐竜を作ろう in二宮◆
　ダンボールを使った恐竜の工作と、恐竜に関する
本のブックトークを行います。
【とき】【とき】平成31年1月6日（日）午後1時30分～3時平成31年1月6日（日）午後1時30分～3時
【ところ】二宮コミュニティセンター 3階【ところ】二宮コミュニティセンター 3階
【対象】先着 15人（小学 3年生以下は保護者同伴）【対象】先着 15人（小学 3年生以下は保護者同伴）
【申し込み】12 月 14 日（金）午前 9 時から下記【申し込み】12 月 14 日（金）午前 9 時から下記
　窓口または電話にて受付　窓口または電話にて受付
【問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286

市民市民
講座講座

【とき】12/19（水）、12/26日（水）、1/9（水）、1/23（水）、
2/6（水）、2/20（水）、3/7日（木）、3/20（水）

　午前9時～正午頃 （全8回）
【ところ】市公民館大内分館　調理室
【対象】市内在住または勤務の方　先着 8人
【内容】そば打ち（打ったそばは持ち帰ります）
【受講料】1回1,200円（材料代）、600g（4人前）試食あり
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、そばを持ち帰る容器
【申し込み】12 月 8 日（土）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）

年越しそばを打ってみませんか
そば打ち教室

プラネタリウム冬の夜間特別公開プラネタリウム冬の夜間特別公開

冬のほしぞら散歩冬のほしぞら散歩
【とき】12月21日（金）午後 7時～
　途中入場不可（投影時間約 50分）
【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（定員になり次第販売終了）
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

ちゃれんじ60歩こうか真岡ちゃれんじ60歩こうか真岡
プラス1事業にご参加の方へプラス1事業にご参加の方へ
　60日間のちゃれんじを達成した方は、下記窓口
で達成証やオリジナルグッズ（タオルまたは手袋）、
300円分のお買い物券を交付しています。
　記録票をご記入の上、窓口にご
持参ください。
【窓口】
　健康増進課成人健康係
　二宮支所福祉国保窓口係
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

D51D51のの 80 歳80 歳をを祝う祝う
イベントイベントをを開催！開催！

◆ お絵描き教室 ◆◆ お絵描き教室 ◆
　できあがった作品はキューロク館内に掲示します。
【とき】12月15日（土）、16日（日）
　①午前11時～正午、②午後1時30分～2時30分
※画用紙、クレヨンはキューロク館で用意
【申し込み】下記にて受付

◆ 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 10分～ 4時
【その他アトラクション】D51助手席体験、D51と
　キューロクの同時走行、キューロク車掌車連結運転
◆前のキューロク館名誉館長の湯浅さんも来年1月
で 80歳を迎えるため、D51の前でインタビュー
を行います。（午後 2時～）
◆ D51 クリスマスコンサート ◆◆ D51 クリスマスコンサート ◆

　D51の前にステージと客席を作り、クリスマス
ソングなどを歌いましょう。
【とき】12月 23日（日）
　午前11時10分～、午後1時40分～
【内容】キューロク シンガーズの合唱、
　オカリーナもおかの演奏
【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）

　カラフルテント市、市民パフォーマンス、フラワー
アレンジメントなど楽しい催しをたくさん用意し
ています。ぜひお越しください。
【とき】12月 9日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ】まちあるき駐車場（木綿会館西側）

足利銀行真岡支店北側駐車場にて足利銀行真岡支店北側駐車場にて
わたのみ商品券抽選会も同時開催！わたのみ商品券抽選会も同時開催！

12 月9日（日）第48 回12 月9日（日）第48 回

天の織姫市天の織姫市

【問い合わせ】真岡商工会議所 ☎ 82-3305

久保邸クリスマス開催
　久保記念観光文化交流館で楽しいクリスマスを過
ごしましょう！
【とき】12月 9日（日）午前 10時～午後 4時

ス テ ー ジス テ ー ジ
◆“もおか観光大使”あびこめぐみクリスマスライブ♪
◆ドレミファそんりゅう（大道芸）

観光まちづくりセンター観光まちづくりセンター
◆切り絵教室（すま・切り絵）
◆雪の結晶オーナメントを作ろう！（美術館学芸員）

観 光 物 産 館観 光 物 産 館
◆真岡産“とちおとめ”特別販売
◆真岡の美味しい“いちごの和菓子”特別販売
【問い合わせ】真岡市観光協会
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）


