
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

●民話の会「花もめん」第62回「ふるさとの昔ばなし」
今回は中島清さんのサキソフォン演奏です。民話とサ
キソフォンのコラボによるクリスマスメロディーや唱
歌で、年末のひとときをお過ごしください。【とき】
12/20（金）13:30 開演【ところ】真岡市情報センター
マルチビジョンルーム【入場料】無料【演目】おしら
さま、きっちょむさん、恋のやまい、貧乏神、天福地福、
そうめん地蔵、大歳の火、三年寝太郎、扇舞の福の神、
雪太郎【問い合わせ】☎ 82-9574（水沼）

●「真岡おはよう歩こう会」第39回元旦マラソン
初日の出を迎え、すがすがしい気持ちで、歩き初め、
走り初めをしましょう。【とき】1/1（水）6:00 スター
ト【ところ】市民会館駐車場【コース】市民会館前～
大前神社を折り返し【問い合わせ】☎ 82-2003（荒井）、
☎ 83-0230（高橋）

●「いきいきチャレンジ」参加者募集
【とき】平成26年2月8日（土）～2月9日（日）（1
泊2日）【内容】 ◆全体活動：鮭飯と漁師鍋、塩づくり＆
つぼ焼きいも、ふれあい交流◆選択活動：竹細工、貝細工、
サンドブラストグラスづくり【定員】栃木県民 約50人

みんなのひろば

市民市民
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料理講座料理講座
家庭で作るスペイン料理家庭で作るスペイン料理

　パエリヤ、ナテージャ（カスタードのお菓子）、キャ
ロットサラダを作ります。
【とき】12月 20日（金）　午前９時 30分～正午　午前９時 30分～正午
【ところ】市公民館　真岡西分館【ところ】市公民館　真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方【対象】市内在住または勤務の方
　先着 20人　先着 20人
【受講料】800 円（材料代）【受講料】800 円（材料代）
【持ち物】タオル【持ち物】タオル
【申し込み】12月 14日（土）から【申し込み】12月 14日（土）から電話で受付話で受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781  FAX 84-6936  （月・日曜・祝日休）

～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

両親学級両親学級ののご案内ご案内
【とき】平成 26年 1月 18日（土）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
　（開始 10分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦（おおむね妊娠20週以降）
　先着15組
【内容】赤ちゃんのお風呂、妊婦疑似体験など
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具

【申し込み・問い合わせ】12/20（金）9:00から電話受付
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

すこやか赤ちゃん教室
【とき】平成 26年 1月 9日（木）
　午前 10時～ 11時 15分（開始10 分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成25年 10月生まれの乳児と
　その保護者　先着 15組　
【内容】ベビーマッサージ、
　講話「予防接種の進め方」ほか
【持ち物】母子手帳、筆記用具、バスタオル 1枚、
　こどもの健康Book
【申し込み・問い合わせ】12/20（金）9:00から電話受付
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

離乳食教室離乳食教室 3回食に向けての進め方3回食に向けての進め方

【とき】平成 26年 1月 16日（木）
　午前 10時～ 11時 15分
　（開始 10分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 25 年 4～ 5月生まれで、離乳食が 2
　回食になっているお子さんと保護者　先着 15組
【内容】講話「離乳食の進め方」（試食あり）、「赤ちゃ
　んの予防接種と健康」
【持ち物】母子手帳、こどもの健康Book、筆記用具

【申し込み・問い合わせ】12/20（金）9:00から電話受付
　健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121  FAX83-8619

真岡市ファミリー・サポート・センター真岡市ファミリー・サポート・センター
提供会員養成研修提供会員養成研修のの開催開催
　真岡市ファミリー・サポート・センターは、「子育
ての手助けをしてほしい方（依頼会員）」と「子育て
のお手伝いをしたい方（提供会員）」が会員となり、
お互いを助けたり、助けられたりして、育児の相互
援助を行う組織です。
　「子育てのお手伝いをしたい方（提供会員）」は、
原則としてセンターが実施する研修（4日間・合計
10 時間の講義と実習）を受講した後に活動してい
ただきます。下記の日程で研修会を行いますので、
どうぞご参加ください。
【とき】
平成26年2月6日（木）午後1時30分～3時50分
                         7日（金）午前9時～正午
　　　　　    12日（水）午後1時30分～4時30分
 　　   13日（木）午後1時30分～3時40分

　　　　　　【ところ】市公民館　
　　　　　   【申し込み】平成 26 年1月 21日（火）
　　　　　　　まで電話受付　
【問い合わせ】
　真岡市ファミリー・サポート・センター（児童家庭課内）
　（開設時間）月～金曜日　午前8時30分～午後5時
　☎ 83-8131 FAX82-2340

プラネタリウム12月の案内
☆クリスマス特別公開☆
【とき】12月 21日（土）
　午前 11時～、午後 1時 30分～
【内容】クリスマスの夜空と冬の星座の
　物語（約 50分）
【観覧料】高校生以上 200円、
　中学生まで 100円、3歳以下無料
　（開始 30分前から観覧券販売）
　※開始 10分前から入場可（途中入場不可）

【問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

オピママと遊ぼう クリスマス集会オピママと遊ぼう クリスマス集会
～くつしたをつくってプレゼントをもらおう～～くつしたをつくってプレゼントをもらおう～
【とき】12月 20日（金）
　午前 10時 45分から
【ところ】子育て支援センター
【内容】オピママによるクリスマス用
　くつした製作
【問い合わせ】
　子育て支援センター☎ 84-1545（FAX兼）
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親子で楽しく作ろう親子で楽しく作ろう
親子凧作り教室親子凧作り教室

　赤城凧の会の講師指導のもと、手作り凧を作り、
来年 1月 19日に開催される「にのみや凧あげ大会」
に参加してみませんか。
【とき】平成 26年 1月 11日（土）
　午前 9時～正午　午前 9時～正午
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または在学の親子【対象】市内在住または在学の親子
　（小学生以下）先着 20 組（40人）　（小学生以下）先着 20 組（40人）
【受講料】500 円（材料代）【受講料】500 円（材料代）
【持ち物】はさみ、鉛筆、定規、新聞紙、軍手【持ち物】はさみ、鉛筆、定規、新聞紙、軍手
【申し込み】12月 17 日（火）から【申し込み】12月 17 日（火）から電話または窓口話または窓口
　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　で受付（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  FAX 74-0187  （日・月曜・祝日休）

真岡市ファミリー・サポート・センター真岡市ファミリー・サポート・センター
お手軽・簡単・お料理教室お手軽・簡単・お料理教室

　真岡市ファミリー・サポート・センターでは、会員
同士の親睦を深めるため、交流会を開催します。お
子さま同伴も可能です。会員以外の方の参加も受け
付けています。この機会に参加いただき、ファミリー・
サポート・センターの活動に触れてみませんか。
【とき】平成 26 年 2月 22日（土）
　午前 9 時 30 分～正午（30 分前から受付）
【ところ】二宮コミュニティーセンター　
【対象】真岡市ファミリー・サポート・
　センター会員の方、当センターの
　活動に興味のある方　先着36人
【内容】家で簡単に作れるメニュー
　「簡単ピラフ、ミネストローネ、いちごミルクゼリー」
　を作ります。会員同士で協力しながら、一緒に料
　理をしましょう。
【参加料】大人500 円、子ども（3歳から）100 円
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、筆記用具、
　ふた付きの容器
【申し込み】平成 26年1月21日（火）まで電話受付
【その他】お子さまは 3歳から料理に参加できます。
　また、2歳以下の小さなお子さまは託児可能です。
【問い合わせ】
　真岡市ファミリー・サポート・センター（児童家庭課内）
　（開設時間）月～金曜日　午前8時30分～午後5時
　☎ 83-8131 FAX82-2340

ー　

あなたも『広報もおか』に出てみませんかあなたも『広報もおか』に出てみませんか
　毎月、真岡市から発行している「広報もおか」の連載コーナーにご協力いただける方を随時募集中です。

コーナー 内　　容

①わが家の天使たち
（裏表紙）

【内容】お子さんの写真とお父さん・お母さんからのひと言を紹介
【対象】市内在住で、子育て奮闘中のお父さん・お母さん（お子さんが 0歳～ 6歳くらい）
【用意いただくもの】お子さんの紹介等（80字程度）、お子さんの写真 1枚

②あの日あのころ
（14ページ）

【内容】思い出に残る体験を紹介
【対象】市内在住で、現在も元気に活躍中の高齢者の方（おおむね 80歳以上の方）

③笑顔をさがして
（裏表紙）

【内容】市内で活躍する若者を紹介
【対象】市内在住で、18歳～ 35歳くらいで未婚の方（男女問わず）

※自薦・他薦は問いません。ただし、ご推薦いただく場合は、必ず事前に本人の了解を得て
　からお願いします。
※②、③については、取材による原稿作成と写真撮影を行っています。
※ご協力いただける方が多数の場合は、担当課で選考させていただきますのでご了承ください。

【申し込み・問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100  FAX83-5896  Eメール kouhou@city.moka.lg.jp

（大人の方のみ）【参加費】5,200円※サンドブラストグ
ラスづくり300円、貝細工（貝の根付けづくり）400円
別途料金加算【申込期限・方法】平成26年1月14日（火）
締切。必要事項を記入の上、ハガキ・FAX・電話で施設
へ申し込む【必要事項】代表者氏名、郵便番号、住所、
電話番号、参加者の氏名と年齢（性別）【問い合わせ】と
ちぎ海浜自然の家〒311-1412茨城県鉾田市玉田336-2
☎0291-37-4004 FAX0291-37-4008

●茶道愛好会メンバー募集
無料体験歓迎します。流派は表千家です。【お稽古日】
木曜日昼の部・夜の部、土曜日昼の部【ところ】大内
農業構造改善センター【会費】月 2回参加で 5,000
円より【問い合わせ】平日昼間：☎ 090-4814-6969
（小菅）、土日 19:00 以降：☎ 83-5063（伊勢）

●「第66回台町寄席」開催
いちごてれび第18回新春爆笑寄席収録会です。【とき】
12/22（日）13:30 ～ 16:00【ところ】真岡市台町好
文堂書店内「好文亭」【入場】無料【問い合わせ】冗
談法人 真岡落語研究会☎ 82-2061

★プレミアム付き商品券★
使用期限は12/31（火）まで
　「わたのみ商品券」と「にのみやプレミアム商品券」
は1月以降使用できなくなりますのでご注意ください。

【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
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