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認知症カフェ 認知症カフェ 
　認知症カフェとは、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できる場です。

すこやかカフェすこやかカフェ
【とき】12月 18日（水）午後 2時～ 3時
【ところ】JAはが野福祉センター（飯貝 559-2）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症について、認知症相談
【申し込み】JAはが野福祉センター
　（☎ 83-2294）にて電話で受付【参加料】無料

あったカフェあったカフェ
【とき】12月20日（金）午後1時30分～3時30分
【ところ】共生型医療福祉施設 田井の里
　（西田井 748-2）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】思い出を語ろう（回想法）
【申し込み】共生型医療福祉施設 田井の里
　（☎ 81-6500）にて電話で受付【参加料】無料

木綿カフェ木綿カフェ
【とき】12月 20日（金）午後 2時～ 3時
【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】高齢者の薬について、相談
【申し込み】グループホームエフビー木綿の郷
　（☎ 81-3880）にて電話で受付【参加料】無料
【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

た方たち

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を行い、バ
ランス能力を高め、転倒予防に取り組みましょう。
【とき】 1 月 6日（月）開始、毎週月曜日（全 8回）
　午前 9時～ 10時
【ところ】真岡井頭温泉 ifi tness
【対象】65歳以上の市民の方　先着 15人
※今年度 11月に受講した方は受けられません。
【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 FAX 83-6335

【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）

令和 2年令和 2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 6日（金）
から配布します。（8:30 ～ 17:15）
※定員になり次第終了
※日曜・祝日、年末年始（12/28 ～
1/5）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。

科学教育センター科学教育センター
プラネタリウムのご案内プラネタリウムのご案内
★ 番 組 公 開 ★  ★ 番 組 公 開 ★  星座解説なしの二本立て

【とき】12月 7日（土）午前 11時から
　※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、観覧券の販売は終了。
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611

真岡市立図書館真岡市立図書館
みんなの自由研究 展示中 !みんなの自由研究 展示中 !

　大人になってから興味をもったテーマや、調
べて分かったことなどを 10月から 11月にかけ
て募集しました。皆さんの研究結果を展示して
います。ぜひご来館ください。
【とき】12月 3日（火）～ 28日（土）
【ところ】市立図書館

  もおか市図書館プロジェクト
　障がいを知ることができるたくさんのワーク
ショップや、字幕付き映写会などを開催します。
【とき】12月 8日（日）午前 10時から
　（受付：午前 9時 30分から）
【ところ】市立図書館　2階会議室
【問い合わせ】図書館☎ 84-6151 FAX83-6199

久保記念観光文化交流館 美術品展示館久保記念観光文化交流館 美術品展示館
第 22回企画展第 22回企画展

写真×版画~融合する2つの表現~写真×版画~融合する2つの表現~
　久保貞次郎と交流した瑛九による写
真（フォト・デッサン）、写真や光学
機器を利用した版画など、2つの表現
にまつわる多彩な作品を紹介します。
【開催期間】1月 20日（月）まで
【休館日】毎週火曜日、12月29日（日）～1月3日（金）
【ところ】久保記念観光文化交流館 美術品展示館
※ 12月 8日（日）午前 11時から、ギャラリー
　トーク（作品解説）を行います。
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

入場料入場料
無料無料

第 6 回 歴史教室第 6 回 歴史教室
地域史料からみた地租改正地域史料からみた地租改正
～坂入源左衛門とその活動～～坂入源左衛門とその活動～

　明治維新の新しい租税制度である地租改正の
公正な実施に情熱を燃やした、茅堤の坂入源佐
衛門の姿を古文書から追います。
【とき】12月 14日（土）午前 10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】直井 康幸 氏（栃木県立文書館職員）
【参加料】無料　【申し込み】不要
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

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 24年 12月 31日以前に生まれた方）　
【場所】いきいき高齢課高齢者福祉係または二宮支所
【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

市民市民
講座講座 花のある暮らし講座

②②しめ飾り作りしめ飾り作り　
【とき】12月21日（土）
　午後1時30分～3時30分

共通事項共通事項
  プリザーブドフラワーでリースやしめ飾りを作ります。
【ところ】市公民館大内分館
【対象】市内在または勤務の方　各先着 20人
【受講料】各 2,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用はさみ、新聞紙
【申し込み】12月 7日（土）から下記窓口または、
　電話にて受付（8:30 ～ 17:15）
【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）

市民市民
講座講座

年越しそばを打ってみませんか
そば打ち教室

【とき】12/11（水）、12/26 日（木）、1/15（水）、
1/29（水）、2/12（水）、2/27（木）、3/11（水）、
3/26（木）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 7日（土）から下記窓口または、
　電話にて受付（8:30 ～ 17:15）
【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）

窓 またたたたたたは
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 ネズミ干支 ネズミをを作って飾ろう
　雑木林で小枝や木の実を拾ってきて、
お正月に飾れるネズミを作ります。
【とき】12月 22日（日）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、木工ボンド、
筆記用具、定規、ビニール袋、軍手、おてふき、
お菓子の空き箱（A4サイズ）

【申し込み】12 月 8日（日）から、下記にて電
　話で受付（8:30 ～ 17:15）【参加料】無料
※12月22日（日）の午前中は、野鳥クラフトは休みです。
【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）

ろうろう

分～正午

①①クリスマスリース作りクリスマスリース作り
【とき】12月14日（土）
　午後1時30分～3時30分

クリスマスファミリーコンサート
お 子 さ ん と 一 緒 に 音 楽 を と お し て
楽 し い ク リ ス マ ス を 過 ご し ま せ ん か

【とき】12月14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】就学前のお子さまとその保護者　
【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）

参加費参加費
無料無料

クリクククククリリリリリリリク
楽

【とき

若手演奏家支援事業コンサート若手演奏家支援事業コンサート
黒川 和希 サックスリサイタル黒川 和希 サックスリサイタル
【とき】2月 23日（日）
　午後 2時開演（午後 1時 30分開場）
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【入場料】全席自由
　◆大人 1,000 円 
　◆小人（高校生以下）500円 
※未就学児の入場不可
【プレイガイド】市民会館のみ（日曜・祝日除く）
【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日曜・祝日休）

チケット発売チケット発売
12/13（金）～12/13（金）～

ヘルプカード・ヘルプマーク
配布配布しています

　ヘルプカード・ヘルプマークとは、
障がいがある方や難病を患っている
方などが携帯することで、生活で
困った時や緊急時に周囲の人に配慮
を求めやすくするものです。市では、
以下の場所で配布しています。
【配布場所】市役所 社会福祉課
　二宮支所、社会福祉協議会
【問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX 83-8554

プ クク
すすすす

ヘルプマーク

プレミアム商品券のご利用はお済みですかプレミアム商品券のご利用はお済みですか
使用期限使用期限はは12/3112/31（火）（火）までまで
「わたのみ商品券」と「にのみやプレミアム商
品券」は、12月 31日までにお使いください。

【問い合わせ】
　真岡商工会議所☎ 82-3305 FAX82-7967
　にのみや商工会☎ 74-0324 FAX74-2737

※使用できる店舗は、市HPで確認ください。
※ JUMP UP もおかプレミアム付商品券事業と
　は異なります。ご注意ください。

市HPQRコード

展示して

トト


