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みんなのひろば
●講演会「Happy ワーク Happy ライフ」女性が輝
　くためのワーク・ライフ・バランスセミナー開催
【とき】2/21（金）10:30～12:00【ところ】真岡商工会議所
第1中会議室【対象】一般女性　先着20人【内容・講師】
■第1部：「ワーク・ライフ・バランスって何？」講師：久
郷 有紀氏 ■第2部：知識を深め、本音を語るワークショッ
プ～ファシリテータ―を迎えて～講師：工藤 敬子氏【参加料】
無料【その他】1歳～就学前まで託児無料（定員あり）【申込
期限】2/17（月）までに下記へ電話・FAX・Ｅメールで申し
込み【後援】真岡市、真岡商工会議所【問い合わせ】「栃木県
子育てしながら働こうプロジェクト受託」㈱ＴＭＣ経営支援

センターワークライフバランス事業部 ☎028-666-3007、
FAX028-666-3008、Eメールtmc-wlb@lime.ocn.ne.jp

●平成26年度真岡共同高等産業技術学校入校生募集
【募集期間】平成 26年 3月31日まで【入校】平成 26
年 4月【入学金】5,000円【授業料】年間60,000円【募
集学科】■木造建築科：定員15人、訓練期間3年、義
務教育修了以上（年齢制限なし）、毎週土曜日13時から
授業■建築設計科：定員10人、訓練期間2年、本校木
造建築科3年修了または高校卒業以上（年齢制限なし）、
毎週土曜日13時から授業【申し込み・問い合わせ】職
業訓練法人真岡共同高等産業技術学校 ☎83-3201

●真岡児童館～子育て支援 2月の予定～
13日（木）リトミックをやってみよう/18日（火）・
19日（水）成長アルバムを作ろう/20日（木）子育て
相談日（個別）/25日（火）～27日（木）絵本＆紙芝
居の読み聞かせ･身体測定【時間】10:30～11:30（13
日のみ10:00～）【問い合わせ】真岡児童館 ☎80-6980

　「モオカの休日」は、市民による同好会やサーク
ルなどの組織が主体となって開催しています。一緒
にモオカの休日を堪能しませんか。
【とき】2月 9日（日）
【ところ・内容・時間・定員・料金等】

SL キューロク館 スハフ内
　◆民話を聞いて想像力を高めよう（民話の会花もめん）
　　午後 1時から〈定員〉30人〈料金〉無料
般若寺　※事前予約優先 ☎ 090-4209-5517

　◆お寺ヨガ（キラキラママサークル）
　　午後 1時から〈定員〉15人〈料金〉500円
　　〈持ち物〉ヨガマットまたはタオル

真岡木綿会館内  ☎ 83-2560
　◆機織り体験（コースター作り）
　　随時〈定員〉随時5人ずつ〈料金〉500円（イベント価格）

真岡木綿会館前テント
　◆切り絵体験「コットベリー・とちまる・干支」

（スマ・切り絵クラブ）
　　午前10時から〈料金〉800円
　◆リラクゼーション（リフレッシュ花）
　　午前10時から〈定員〉随時2人ずつ〈料金〉500円
※天の織姫市も真岡木綿会館駐車場で同時開催！

　　　　　　ようこそ、　　　　　　ようこそ、
　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ　　　　　　　感交〈かんこう〉のまちへ

　　 モオカの休日開催　　 モオカの休日開催

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 83-8135  FAX83-0199

市民市民
講座講座

料理講座料理講座
「万能調味料を作る」「万能調味料を作る」

　麹やもち米を使った万能調味料作りと、万能調味
料を使った料理を習います。
【とき】2月28日（金）　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　先着 30人　【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人　
【受講料】1,000 円（材料代）【受講料】1,000 円（材料代）
【持ち物】タオル、容器（万能調味料 2㎏が入る物）【持ち物】タオル、容器（万能調味料 2㎏が入る物）
【申し込み】2月 15 日（土）から【申し込み】2月 15 日（土）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

お菓子づくり講座お菓子づくり講座
「フレンチスイーツ」「フレンチスイーツ」

　フランスのお菓子ガナッシュケーキ（チョコレー
トケーキ）と、紅茶のブランマンジェ（ゼリー菓子）
を習います。
【とき】2月15日（土）　午後１時30分から
【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】1,000 円（材料代）【受講料】1,000 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、タオル、【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、タオル、
　密閉容器、18㎝の焼き型（お持ちの方）　密閉容器、18㎝の焼き型（お持ちの方）
【申し込み】2月 8日（土）から【申し込み】2月 8日（土）から電話または窓口で話または窓口で
　受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　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

真岡の特産品で地産地消真岡の特産品で地産地消
「トマト料理」「トマト料理」

　地場産のトマトを使い、トマトカップのサラダ、
ほうれん草とトマトのぺペロンチーノ、トマトの温
スープを作ります。
【とき】3月1日（土）　午前9時～正午
【ところ】市公民館山前分館【ところ】市公民館山前分館
　（山前農村環境改善センター）　（山前農村環境改善センター）
【対象】市内在住または勤務の方　先着12人　【対象】市内在住または勤務の方　先着12人　
【受講料】1,000 円（材料代）【受講料】1,000 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、密閉容器、【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、密閉容器、
　密閉袋　密閉袋
【申込期間】2月12日（水）～2月21日（金）まで【申込期間】2月12日（水）～2月21日（金）まで
　　電話または窓口で受付（午前 8時 30分～午後 5話または窓口で受付（午前 8時 30分～午後 5
　時 15分）　時 15分）
【申し込み・問い合わせ】
　市公民館山前分館（山前農村環境改善センター）
　☎ 82-2802  FAX 83-6146 （月・日曜・祝日休）

大腸がん検診大腸がん検診
無料無料クーポン券クーポン券

【問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

　食生活の欧米化の影響で「大腸がん」の患者数が増
えています。早期発見のために検診を受けてください。
【対象者】クーポン券対象者のみ
　◆昭和47年4月2日～昭和48年4月1日生
　◆昭和42年4月2日～昭和43年4月1日生
　◆昭和37年4月2日～昭和38年4月1日生
　◆昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生
　◆昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生
【受診方法】下記窓口へ申し込みください。検査は
　簡単な検便です。
【検査容器の受付日・ところ】
　健康増進課：午前8時30分～正午、午後1時～4時
2月 12日（水）、19日（水）、26日（水）

【申込期限】2月 14日（金）

2 月に 70 歳を迎える方へ2月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券が利用できますが利用できます

　2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 19年 2月 28日以前に生まれた方）　
【ところ】福祉課高齢者福祉係、二宮支所福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（交付窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。2月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 2枚（2月～ 3月分）です。

【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係 ☎83-8195 FAX82-2340

≪2月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

13日
（木）

  9:00 ～ 10:00 真岡警察署
10:30 ～ 11:30 栃木県真岡土木事務所
13:30 ～ 14:30 英工業
15:10 ～ 16:30 真岡信用組合本店

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
☎ 83-8122　FAX 83-8619

図 書 館
≪2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≫
　11・18・25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
　8日（土）午後 2時～「くまのがっこう ジャッキー
　のお誕生日」（20分）
　18日（火）午後2時～「自転車泥棒」  （85分）
≪館長の読み聞かせ≫ 8日（土）午後１時30分～
≪絵本の読み聞かせ≫ 20 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≫ 15 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≫ 28日（金）午後3時～
≪新着本≫
　一般書『きょうの料理七十二候』小山薫堂、『やな
　　せたかし大全』やなせたかし、『応援する力』松
　　岡修造、『新老人の思想』五木寛之
　児童書『星空ロック』那須田淳、『はじめての相対 
　　性理論』佐藤勝彦、『和食のすべてがわかる本1』
　　服部幸應、『まてまてももんちゃん』とよたかずひこ

「豆本を作ってみよう」「豆本を作ってみよう」
　手のひらサイズのハードカバーの本を作ってみよう。
【とき】2月 23日（日）午後 2時から
【ところ】図書館 2階会議室
【対象】小学生以上（小学 4年生以下は保護者同伴）
　先着 12人　【参加料】無料
【申し込み】2月 11 日（火）から窓口または電話
　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）

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≫ 8日（土）、午前10 時～
　【内容】読み聞かせ、紙芝居、工作（牛乳パックで作ろう、
　　とんとんカニさんとウマさん）
≪のびのびの会≫ 6日（木）、午前10 時～
　【内容】読み聞かせ、紙芝居、パクパクカラスの折り紙
【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（月曜・祝日休）

図 書 室

市民市民
講座講座 ディンプルアート体験教室ディンプルアート体験教室
　プラスチック板の上に、特殊な絵の具で塗り絵をし
て、乾くとステンドガラスのように仕上がります。
【とき】2月15日（土）　午前10時30分～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】市内在住または勤務の方
　先着15人　　先着15人　
【内容】おひなさまデザイン額【内容】おひなさまデザイン額
【受講料】1,200 円（材料代）【受講料】1,200 円（材料代）
【持ち物】エプロン【持ち物】エプロン
【申し込み】現在受付中。【申し込み】現在受付中。電話または窓口で受付。話または窓口で受付。
　（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】市公民館二宮分館
　☎74-0107  FAX 74-0187  （月曜・祝日休）

作品イメージ作品イメージ

親子ふれあい映画会親子ふれあい映画会
怪盗グル―のミニオン危機一発怪盗グル―のミニオン危機一発
【とき】2月 16日（日）2回上映
　①午前 10時から ②午後 2時から午前 10時から ②午後 2時から
【ところ】二宮文化会館【ところ】二宮文化会館
【入場料】500円（3歳以下は入場無料、【入場料】500円（3歳以下は入場無料、
　ただし、上映終了後の抽選会は対象外）　ただし、上映終了後の抽選会は対象外）
【前売券販売場所・時間】【前売券販売場所・時間】
　午前8時30分～午後5時　午前8時30分～午後5時
◆市公民館（生涯学習課）：日曜・祝日を除く◆市公民館（生涯学習課）：日曜・祝日を除く
◆真岡西分館（真岡西中学校西側）：日・月曜・祝日を除く◆真岡西分館（真岡西中学校西側）：日・月曜・祝日を除く
◆山前分館（山前農村環境改善センター）：日・月曜・祝日を除く◆山前分館（山前農村環境改善センター）：日・月曜・祝日を除く
◆大内分館（大内農業構造改善センター）：日・月曜・祝日を除く◆大内分館（大内農業構造改善センター）：日・月曜・祝日を除く
◆中村分館（中村農村環境改善センター）：日・月曜・祝日を除く◆中村分館（中村農村環境改善センター）：日・月曜・祝日を除く
◆二宮分館（二宮コミュニティセンター内）：月曜・祝日を除く◆二宮分館（二宮コミュニティセンター内）：月曜・祝日を除く
【当日券】二宮文化会館で販売【当日券】二宮文化会館で販売
　※芸術鑑賞会員の割引対象外です　※芸術鑑賞会員の割引対象外です
【主催】真岡市子ども会育成会連絡協議会【主催】真岡市子ども会育成会連絡協議会

【問い合わせ】生涯学習課☎ 82-7151（日曜・祝日休み）

～大切なあの人へ～～大切なあの人へ～

ホワイトデー米粉料理教室ホワイトデー米粉料理教室
　今年のホワイトデーは、手作りチーズケーキに挑
戦してみませんか。
【とき】3月 8日（土）
　午前 9時～ 11時 30分
【ところ】市公民館　調理室【ところ】市公民館　調理室
【対象】市内在住または勤務の男性　先着 20人【対象】市内在住または勤務の男性　先着 20人
【内容】米粉スフレチーズケーキ（ワンホール持ち帰【内容】米粉スフレチーズケーキ（ワンホール持ち帰
　り）、米粉お好み焼き（予定）　り）、米粉お好み焼き（予定）
【受講料】300 円（材料代）【受講料】300 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、タオル【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、タオル
【申し込み】2月 10日（月）から【申し込み】2月 10日（月）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】
　真岡市米消費拡大推進連絡協議会事務局（農政課） 
　☎ 83-8137　FAX83-6208


