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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】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
【申込期限】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

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。
【とき】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　
【申込期限】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 プロ直伝 プロ直伝 みそづくり講座みそづくり講座

【とき】1月25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
　（大内農業構造改善センター）　（大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住または勤務の方　先着 50人　【対象】市内在住または勤務の方　先着 50人　
【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）
【持ち物】エプロン・三角巾（バンダナ）、ゴム手袋【持ち物】エプロン・三角巾（バンダナ）、ゴム手袋
【申し込み】現在受付中。【申し込み】現在受付中。
　電話で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）話で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704  FAX 83-6147  （日・月曜・祝日休）

●民話の会「花もめん」第 63回「ふるさと昔ばなし」
【とき】1/24（金）13:30 開演【ところ】情報センター
2階マルチビジョンルーム【入場料】無料【演目】きっちょ
むさん、安珍清姫、八百比丘尼、虻の恩返し、追分地蔵、
キツネの小箱、雪おんな、節分の鬼の恩返し、かぴた
れ餅、節分のいわれ【問い合わせ】82-9574（水沼）

2 月の2月の
子育て支援センター＆サロン
【子育て支援センター・子育てサロン開設日】

と　こ　ろ   開設日・時間

子育て支援センター 月～土（祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

子育てサロン西分館
（市公民館真岡西分館）

火～金（祝日は除く）
午前9時～正午、午後 1時～午後 5時

子育てサロン大内分館
（大内農業構造改善センター）

4日･18日（火）午前9時～正午
おはなしビックリばこ午前10時30分～

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

5 日 ･19 日（水）
午前 9 時～正午

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

6日・20日（木）午前9時～正午
親子たいそう1・2・3午前10時30分～

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

7日・21日（金）午前9時～正午
ものづくりタイム午前10時30分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（18日、土・日曜・祝日は除く）
子育て広場：午前 9時～正午
子育て相談：午後 1時～ 3時

【子育て支援センターの行事予定】
3日（月）午前 10時 45分～ 子育て健康相談
6日（木）午前 10時 45分～ 室長のおしゃべりタイム
21日（金）午前10時 45分～ オピママのひなまつり集会
25日（火）午前10時 45分～ リズムで遊ぼう

【問い合わせ】子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
【にのみや保育園子育て支援センターの行事予定】
7・14・21・28日（金） 午前11時～正午 体育あそび
13日（木）午前 10時 45分～ 三つ子室長のおしゃべりタイム
3日（月）午前 10時～ 豆まき集会
27日（木）午前 10時～ ひなまつり集会

【問い合わせ】にのみや保育園☎73-2200 FAX74-2611
【子育てサロン西分館の行事予定】
12日（水）午前10時45分～ 室長のふれあいタイム
27日（木）午前 10時 45分～ 絵本の読み聞かせ

【問い合わせ】子育てサロン西分館☎84-6781FAX84-6936
【子育てサロン二宮分館の行事予定】
19日（水）午前 10時 45分～ 室長のふれあいタイム

【問い合わせ】子育てサロン二宮分館☎74-0107FAX74-0187

エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室
【とき】2月 5日（水）
《エンゼル広場（施設開放）》午前 9時 30分～11時
《もしもしテレフォン相談室》午後 1 時～4時
【ところ ･連絡先】
真 岡 保 育 所 ☎82-2200 中 村 保育所 ☎82-4003
西田井保育所 ☎83-1043 物 部 保 育 所 ☎75-0305
西真岡保育園 ☎84-1313 真岡めばえ保育園 ☎ 82-3955
萌 丘 東 保 育 園 ☎ 82-1437 西真岡第二保育園 ☎ 80-1760
にのみや保育園 ☎ 73-2200 真岡あおぞら保育園 ☎82-5347
認定子ども園いちごの杜保育園  ☎ 81-0515　

2 月の情報センター講座
①Word2007 基礎講座･･･先着 10人
【とき】5日（水）～7日（金）午後 7時～ 9 時
【対象】マウス操作、文字入力ができる方
【内容】文章作成、表作成、文字の装飾など
②デジカメ講座（取り込みから加工まで）･･･先着 5人
【とき】22日（土）午後1時 30 分～3 時 30 分
【対象】Windowsの基本操作ができ、デジタルカメ
　ラと付属のUSBケーブルを持参可能な方
【内容】写真のデータをパソコンに取り込
　むことから、簡単な加工までを行います。
③初級パソコン講座･･･先着 10人
【とき】23日（日）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】マウス操作、文字入力ができる方
【内容】文字入力、ファイルの保存、ウィンドウ操作など
＜①②③共通＞【受講料】無料【申し込み】電話
受付のみ【対象】市内在住または勤務の高校生以上

【申し込み・問い合わせ】1/24（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

第2回第2回
  健康ストレッチ＆トレーニング教室健康ストレッチ＆トレーニング教室  
　毎日楽しくできる簡単なストレッチとトレーニン
グの方法について学びます。
【とき】2月 5日（水）　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】スポーツ交流館　多目的室①
【対象】市内在住または勤務の60歳以上の男女
　先着20人【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、
　体育館シューズ、タオル、飲み物
【申し込み】1月 22日（水）から受付開始。電話（平
　日午前8時30分～午後5時15分）・FAX・Eメー
　ルで申し込み。定員になり次第締め切り。
【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 ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢・性別を明記

  親子サッカー教室 親子サッカー教室 その2その2
栃木SC所属のプロのコーチから、
サッカーの基礎を親子一緒に学びます。
サッカーがしたくなる、楽しい教室です。
【とき】2月 8日（土）　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】きぬわいわい広場（雨天時：スポーツ交流館）
【対象】市内小学生とその保護者　先着20組（40人）
【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、タオル、飲み物、ボー
ル（お持ちの方）、体育館シューズ（雨天時のみ）

【申し込み】1月 22日（水）から受付開始。電話（平
日午前8時30分～午後5時15分）・FAX・Eメー
ルで申し込み。定員になり次第締め切り。

親子で3Ｂ体操教室 親子で3Ｂ体操教室 
3 Ｂ体操はボール・ベル・ベルダーという軟らか
い手具を使った楽しい体操です。
【とき】2月 8日、22日（各土曜日・全 2回）
午前 10時～ 11時 30分

【ところ】スポーツ交流館　多目的室①
【対象】市内在住の 3～ 6歳までの未就学児とその
保護者　先着20組（40人程度）　【参加料】無料

【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、
タオル、飲み物　※寒さ対策も忘れずに

【申し込み】1月 22日（水）から受付開始。電話（平
日午前8時 30分～午後5時 15分）・FAX・Eメー
ルで申し込み。定員になり次第締め切り。

【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 ﾒｰﾙの場合は氏名・住所・電話番号・学年・
　性別を明記

かけっこ教室 かけっこ教室 その2その2
「走る」ことの基本を楽しく学びます。
寒さに負けず、元気いっぱい走り回ってみ
ましょう。
【とき】2月 15日（土）　午前 9時～ 11時
【ところ】井頭公園自由広場　（雨天時：スポーツ交流館）
【対象】市内小学 1～ 3年生　先着 20人
【参加料】無料 【持ち物等】運動のできる服装、靴、
タオル、飲み物、体育館シューズ（雨天時のみ）

【申し込み】1月 22日（水）から受付開始。電話（平
日午前8時30分～午後5時15分）・FAX・Eメー
ルで申し込み。定員になり次第締め切り。

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
リスがくらす林づくりリスがくらす林づくり

　アカマツの林を育てるため、枝をノコギリで切っ
たり、刈ってある草や落ち葉を堆肥場へ運びます。
【とき】２月2日（日）午前10時～正午 午前10時～正午 ※雨天中止※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター　【ところ】根本山自然観察センター　
【対象】親子、一般の方　先着 30人【対象】親子、一般の方　先着 30人
　（小学 4 年生以下は保護者同伴）　（小学 4 年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】汚れてもよい服装、【持ち物等】汚れてもよい服装、
 　長靴、軍手、帽子 　長靴、軍手、帽子
【申し込み】1月 18日（土）から【申し込み】1月 18日（土）から電話受付話受付
　（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】根本山自然観察センター　
　☎83-6280  FAX 83-4624  （月曜・祝日の翌日休み）

第25回第 25 回
真岡市地域公民館芸能発表会真岡市地域公民館芸能発表会
　伝統芸能や創作芸能を地域の皆さんが熱演しま
す。ぜひ、応援に来てください。
【とき】1月26日（日）午前10時から 午前10時から 
【ところ】二宮文化会館　ホール【ところ】二宮文化会館　ホール
【その他】入場無料、とん汁の無料配布【その他】入場無料、とん汁の無料配布
　芸能発表会終了後お楽しみ抽選会を実施　芸能発表会終了後お楽しみ抽選会を実施
【主催】真岡市地域公民館連絡協議会、真岡市教育【主催】真岡市地域公民館連絡協議会、真岡市教育
　委員会　委員会
【問い合わせ】生涯学習課☎ 82-7151（日曜・祝日休み）

真岡市女性学級合同研修会公開事業真岡市女性学級合同研修会公開事業
白滝はる奈ソプラノコンサート白滝はる奈ソプラノコンサート
【とき】1月30日（木）午前10時から 午前10時から 
【ところ】青年女性会館　2階ホール【ところ】青年女性会館　2階ホール
【内容】第一部は白滝はる奈ソプラノコンサート、第【内容】第一部は白滝はる奈ソプラノコンサート、第
　二部は参加者の皆さんとボイストレーニングと合唱　二部は参加者の皆さんとボイストレーニングと合唱
【対象】真岡市女性学級生と一般の方【参加料】無料【対象】真岡市女性学級生と一般の方【参加料】無料
【問い合わせ】市公民館真岡西分館（日曜・祝日休み）
　☎ 84-6781　FAX84-6936

みんなのひろば

●高齢者の「住まい・住み替え」について
高齢者の体の状況や費用からみた住まいの種類や、住
み替えを考える場合の留意事項などについて、分かり
やすくお話します。【とき】2/3（月）13:30～ 15:00【と
ころ】栃木県庁本館 6階大会議室２【講師】NPO法
人シニアライフ情報センター 理事 小瀬有明子 氏【申
込方法】1/27（月）まで、電話、FAX、メールで下
記へ申し込み【問い合わせ】栃木県県土整備部住宅
課☎ 028-623-2483、FAX028-623-2489、メール
kikaku-shien@pref.tochigi.lg.jp


