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●第 9回 真岡市長杯将棋大会 開催
【とき】H26.1/18（土）10:00 ～ 16:00（受付 9:00 ～
9:45）【ところ】市公民館第 3・4会議室【対象】将棋
の好きな方はどなたでも参加できます。【参加費】1,500
円、小学生 1,000 円（賞品、飲み物、昼食代含む）【対
戦方法】棋力別（A・B・Cクラスと小学生クラス）総
平手戦【問い合わせ】真岡市将棋連合会☎ 090-7282-
9119（三澤）

みんなのひろば

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】家庭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】現在受付中。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　　

≪1月の　　　だより≫
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫
　7・14・21・28日（火）、午前10 時～
　【内容】ジル・シルバン先生の英語での
　絵本の読み聞かせ
≪映写会≫※入場無料
　11日（土）午後 2時～「おじゃる丸スペシャル
　銀河がマロを呼んでいる」（50分）おじゃる丸が
　銀河を旅するファンタジーです。
　21日（火）午後2時～「バグダッド・カフェ」  （104分）
　ラスベガス郊外の砂漠にあるカフェが舞台の心温ま
　る作品です。
≪館長の読み聞かせ≫ 11日（土）午後１時30分～
≪絵本の読み聞かせ≫ 16 日（木）午後 3時～
　【内容】三つ子の魂育成推進室による手遊びなど
≪おはなしの森≫ 18 日（土）午後 2時～
　【内容】ひばりの会による紙芝居や読み聞かせなど
≪スタッフの読み聞かせ≫ 24日（金）午後3時～
≪新着本≫
　一般書『インフェルノ』ダン・ブラウン、『私の
　なかの彼女』角田光代、『疾風ロンド』東野圭吾、『き
　ものの不思議』藤森武、『カリンのチカラ』NHK
　出版
　児童書『岳ちゃんはロボットじゃない』三輪裕
　子、『戦争がなかったら』高橋邦典、『リーかあさ
　まのはなし』中村茂、『心を育てるこども論語塾』
　安岡定子
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

公民館二宮分館図書室公民館二宮分館図書室
≪キャンドルの会≫11日（土）、午前10 時～
　【内容】大型絵本、紙芝居、工作（箱カメラを作ろう）
【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（月曜・祝日休）

図 書 館
図 書 室

プラネタリウム1月の案内
【とき】18日・25日（土）
　午前 11時～、午後 1時 30分～
【内容】当日の星座解説、新番組「みみずく探査機
　ほうほうの旅」（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

科学教育センター 

天体観望会
【とき】平成 26年 1月 10日（金）
　午後 5時 30分～ 6時 30分　
【対象】一般、小・中学生（小学生は保護者同伴）　
　先着 30人　【参加料】無料
【内容】天体望遠鏡を使って、月や惑星を観察します。
【持ち物】防寒具、懐中電灯（必要に応じて）
【申込期間】平成 26 年1月 6日（月）～ 8日（水）
　電話受付

【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211

　 1月 1月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】18日（土）午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館 1階青年室
【対象】市内在住の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 11cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの
【主催】真岡市縁組センター

【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室 ☎83-8157 FAX84-1545

《真岡市接骨師会》1月の当番院
当番日 当番院名 電話番号 当番日 当番院名 電話番号

  5日（日）武田整骨院 82-2211 12日（日）田中整骨院 84-0205

13日（月）吉村整骨院 82-8727 19日（日）春原整骨院 84-0072

26日（日）柳田整骨院 83-9674

          ～製造事業所の皆さまへ～

        工業統計調査工業統計調査ににご協力ご協力をを

【問い合わせ】企画課統計係 ☎ 83-8109 FAX83-5896

　平成 25年工業統計調査を 12月 31 日現在で
実施します。
　工業統計調査は、日本の工業の実態を明らか
にすることを目的とした、統計法に基づく報告
義務がある統計調査です。
　調査結果は、工業関係のさまざまな計画や施
策の基礎資料として利活用されます。ご提出い
ただいた調査票の内容は、秘密厳守となります
ので、正確なご記入をお願いします。
◆ 12 月中旬から、対象事業所に調査員が調査
　票をお持ちします。
◆調査員は「調査員証」を必ず携行しています。
◆ご記入いただいた内容は、統計作成の目的以
　外に使用することはありません。

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】現在受付中。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

市民市民
講座講座 手打ちそば講座手打ちそば講座

【とき】平成 26年 1月 25日、2月 1日（各土曜日）
　午前9時30分から※1回のみの参加もできます。
【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】1回 800 円（材料代）【受講料】1回 800 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）
　持ち帰るための容器（ふた付き容器・ペットボトル）　持ち帰るための容器（ふた付き容器・ペットボトル）
【申し込み】平成 26 年 1 月 11 日（土）から【申し込み】平成 26 年 1 月 11 日（土）から電話話
　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】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781  FAX 84-6936  （月・日曜・祝日休）

市民市民
講座講座

おしゃれなニットおしゃれなニット
あみもの講座あみもの講座

　おしゃれなベストを編みます。
【とき】平成 26年 1月 18日、2月 1日、15日、
　3月 1日、15日（各土曜日・全 5回）
　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 30人　先着 30人
【受講料】1作品 3,500 円（材料代）【受講料】1作品 3,500 円（材料代）
【持ち物】6号かぎ針、小バサミ【持ち物】6号かぎ針、小バサミ
　（お持ちでない方は、一括購入しますので申込時　（お持ちでない方は、一括購入しますので申込時
　に申し出てください）　に申し出てください）
【申し込み】平成 26 年 1 月 11 日（土）から【申し込み】平成 26 年 1 月 11 日（土）から電話話
　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】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781  FAX 84-6936  （月・日曜・祝日休）

図書館図書館
イベントイベント 読書感想画を描こう！読書感想画を描こう！
　図書館の本を読んで、心に残った場面や感想を絵
で表現してみませんか。あなたのおすすめの本を紹
介してください。作品は館内に展示させていただき
ます。
【募集期間】平成26年 1月 7日（土）～2月2日（日）
【申込方法】窓口で応募用紙を配布しますので、窓口
　で申し込みください。
■読書感想画下描き会
　絵が苦手という方は、
下描き会から一緒に参加しましょう。
【とき】平成26年1月18日（土）
　午前10時～11時
【ところ】市図書館 2階会議室
【定員】先着 20人（小学 2年生以下は保護者同伴）
【持ち物】鉛筆、消しゴム、貸出済みの図書館の本
【申し込み】平成26年1月7日（土）から窓口で受付。

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

料金無料
秘密厳守 1 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   14日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   14日（火）9:00～15:00
法律相談（真岡市民に限る）
※1/6（月）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  14日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）

 7・14・21・28日 （火）
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  7日（火）13:00～16:00

【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

●竹やぶの観察、破砕竹散布の親子体験 参加者募集
竹やぶの観察、破砕竹散布の親子体験をしません
か。【とき】12・1 月冬休み期間 9:00 ～ 15:00（体
験時間は約 1時間）【ところ】芳賀山前郵便局裏（真
岡市小林）【定員】各日親子 20 組※要予約【申し
込み・問い合わせ】幼爺交流サロン真岡☎ 81-5544 
FAX81-5092


