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市民市民
講座講座 プロ直伝みそづくり講座

【とき】1月 18日（土）午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館大内分館【ところ】市公民館大内分館
【対象】市内在住・在勤で成人の方  先着 65人【対象】市内在住・在勤で成人の方  先着 65人
【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾等【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾等
【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）
【申し込み】12月 21日（土）【申し込み】12月 21日（土）から、下記にて
　電話で受付（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）

健診追加実施のご案内健診追加実施のご案内
  令和元年度にまだ健診がお済みでない方は、下記の
日程で追加健診を実施します。ぜひ受診ください。
【受付】午前8時～10時【定員】各日先着250人

  と　き  と　き ところところ
1月21日（火）、22日（水）総合福祉保健センター
1月 23日（木） 二宮コミュニティセンター
【申し込み】1月14日（火）までに、下記電話、
FAX、メール、または集団健診予約サイトにて受付

【申し込み・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 予約サイトQRコード

共 通 事 項共 通 事 項
【ところ】総合体育館
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、 
タオル、 飲み物　【参加料】無料

【申し込み】12 月 23 日（月）から、電話・
FAX・Eメールにて受付（平日9:00～ 17:15）

【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メールは氏名・住所・電話番号・年齢を明記

スポーツスポーツ
教室教室

冬 も 元 気 に！冬 も 元 気 に！
わんぱく親子スポーツ教室わんぱく親子スポーツ教室

　トランポリンやニュースポーツを楽しみます。
【とき】1月 18日（土）午前 9時～正午
【対象】市内の小学生と保護者 先着 30組（60人）

スポーツスポーツ
教室教室 第2回 さいかつボール教室

【とき】1月 18日（土）
　午後 1時 30分～午後 3時 30分
【対象】市内の小学 4年生以上の方 先着 30人

まちなか保健室《1月》まちなか保健室《1月》
ほっとステーション駅前館ほっとステーション駅前館

【申し込み】☎ 080-9990-3998（9:00~16:00）
栄養講話「離乳食の不安解消」
【とき】12日（日）午前10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）
健康講座「あなたの肺年齢は？」
【とき】22日（水）午後1時 30分～ 2時 30分
【講師】保健師

ほっとステーション田町館ほっとステーション田町館
【申し込み】☎ 080-8096-9918（9:00~16:00）
健康講座「あなたの肺年齢は？」
【とき】8日（水）午後 1時 30分～ 2時 30分
【講師】保健師
いきいき脳トレ教室
【とき】15日（水）午前10時～11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「腎臓と減塩」
【とき】26日（日）午前 10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）

時

カードケースを作ろうカードケースを作ろう
　図書館利用者カードを入れるケースを作ります。
【とき】1月 18日（土）午後 2時～ 3時
【ところ】二宮図書館　おはなし室
【対象】小学生以上 先着 6人
※小学 3年生以下は保護者同伴 
【申し込み】1月 7日（火）午前 9時から、
　下記窓口または電話にて受付
【問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286

二宮二宮
図書館図書館

ぬいぐるみおとまり会ぬいぐるみおとまり会
　ぬいぐるみと一緒におはなしを聞いたら、ぬ
いぐるみは図書館にお泊りします。（２泊３日）
その様子をアルバムにしてプレゼント！
【とき】1月11日（土）13:30～おとまり･おはなし会
　1月 13日（月）13:00 ～ お迎え
【対象】3歳～小学3年生以下のお子さま 先着10人
【申し込み】1月 10 日（金）までに、下記窓口
または電話にて受付（9:00 から）

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199

真岡市立真岡市立
図書館図書館

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
 「引越し大名」 「引越し大名」
【とき】12月 21日（土）
　① 14:00 から ② 18:30 から
【上映時間】約 2時間 10分
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円 （当日購入可）
2019 年度芸術鑑賞会会員 無料　※全席自由
※ 2019 年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中です
【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 
　☎ 83-7731 FAX 83-4070

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《1月》サロン《1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（1～5日･祝日除く）
午前 9時～午後 5時

第二子育て
支援センター

月～金（1～5日･祝日除く）
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）

8・15・22・29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（1～ 5・22日・祝
日除く）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（木）午前10時45分～親子で楽しくふれあい遊び
21日（火）午前10時45分～ リズムであそぼう
29日（水）午前10時45分～ こっこ　お誕生会

30日（木）午前10時45分～ 育児講座「あいあい」親子で楽しくストレッチ
【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
8日（水）午前10時45分～ ぴよぴよ　お誕生会
【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
10・17・24
31日（金）午前 11時～ 体育あそび

16日（木）午前 11時～ リズム遊び
23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

1 月1 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】8日（水）、18日（土）午前10時～11時
【ところ】青年女性会館
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（上半身 2種類、L判 縦 13cm
×横 9cm以内）、本人確認書類（運転免許証等）

【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター☎83-1234

荒町配水場新規取水井の荒町配水場新規取水井の
試験掘りについて試験掘りについて

　新たな水源を計画するため、新規取水井の試
験掘りに伴う揚水試験を実施します。試験中は
近隣の井戸の水位が変動する場合があります。
【とき】2月中旬予定
【ところ】真岡東中学校 校庭
【問い合わせ】水道課浄水係
　☎ 83-8697 FAX84-7512

西田井浄水場減圧弁更新工事西田井浄水場減圧弁更新工事（夜間）（夜間）
にに伴う伴う水道水の濁りについて水道水の濁りについて
　西田井浄水場の減圧弁更新工事に伴い、仕切
弁の開閉作業を行うため、水道管内の水圧が変
化し、一時的に水の濁りが発生する恐れがあり
ます。工事時間帯の水道水の使用にご留意くだ
さい。また、蛇口から赤水等の濁りが確認され
た場合には、しばらく水を流し、きれいになっ
てからご利用ください。この工事は、水道施設
の維持管理上必要であるため、ご理解とご協力
をよろしくお願いします。
【作業日時】12月 24日（火）午後 10時～
　25日（水）午前 5時
【影響地域】真岡市西田井の一部、根本の一部、
　青谷、須釜、南高岡地内

  真岡市民会館自主事業  真岡市民会館自主事業
    オーケストラで歌うオーケストラで歌う
青春ポップスコンサート青春ポップスコンサート
【とき】2月 8日（土）
　午後3時開演（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 大ホール
【入場料】全席指定 4,500 円（会館販売分に限り、
　真岡市芸術鑑賞会会員 500円引き）
現在、チケット発売中！！※未就学児入場不可
【プレイガイド】市民“いちご”ホール窓口☎
83-7731（月曜・日曜・祝日を除く 8:30 ～
17:15）、FKDショッピングモール宇都宮イン
ターパーク店☎ 028-657-6534、FKDショッ
ピングプラザ宇都宮店☎ 028-623-5269、チ
ケットペイ、パソコン、スマートフォンから予約・
購入可能。一部コンビニ決済・発券可能。

【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎83-7731 FAX83-4070 （月曜・日曜・祝日休）

共　通　事　項共　通　事　項
【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】各まちなか保健室にて電話で受付
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
大前神社ガイドツアー大前神社ガイドツアー

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェル
ジュ」が、国重要文化財となった、1500 年の歴
史のある大前神社をご案内します。
【とき】1月11日（土）午後 2時から 30分程度
【受付場所】大前神社第一鳥居前
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】不要、当日受付
【問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
根本山へ柴刈りに行こう根本山へ柴刈りに行こう

　桃太郎に出てくるおじいさんのように、柴刈り
をやってみよう。枯れ枝拾いをしたり、落ち葉か
きをしたり、楽しく雑木林の手入れをします。
【とき】1月 11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】汚れても大丈夫な作業のできる服装、
運動靴（長靴が便利）、軍手、帽子、タオル、飲み物

【申し込み】12月 21日（土）から、下記にて電
　話で受付（8:30 ～ 17:15）【参加料】無料
【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）

児童相談所虐待対応児童相談所虐待対応
ダイヤルダイヤル等の変更について等の変更について
虐待通告や相談等に、きめ細かく対応するため、
下記のとおり変更になりましたのでお知らせします。
【相談窓口名】児童相談所虐待対応ダイヤル
【電話番号】189（無料）・028-665-7830（有料）
【期日・時間】毎日・24時間対応
【相談窓口名】児童相談所相談専用ダイヤル
【電話番号】0570-783-189（有料）
【期日・時間】毎日・24時間対応
【問い合わせ】こども家庭課家庭相談係
　☎ 82-1113 FAX82-2340

ります。


