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【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

科学教育センター5月の案内
★天体観望会★　※電話申込が必要です
　天体望遠鏡を使って、火星や月を観察します。雨
天曇天時は、当日観測する予定の天体などの紹介を
します。
【とき】5月 9日（金）午後 7時～ 8時　
【対象】一般（小学生以下は保護者同伴）先着約30人
【参加料】無料　【持ち物】懐中電灯 (必要に応じて )
【申込期間】5月 7日（水）～ 8日（木）

★プラネタリウム一般公開★
【とき】10日、17日、24日、31日
　(各土曜日)午前11時～、午後1時30分～
　※途中入場はできません
【内容】当日の星座解説、春番組「星になったチロ」（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）
【申し込み・問い合わせ】
　科学教育センター ☎ 83-6611 FAX83-6211

根本山しぜん体験教室 
水辺の生き物をすくってみよう水辺の生き物をすくってみよう
　メダカやオタマジャクシ、アメリカザリガニなど、
水辺の生き物を網ですくって観察します。
【とき】5月17日（土）午前9時30分～正午※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます。
　（小学 4年生以下は保護者同伴）先着 20人
【参加料】無料
【持ち物等】どろんこになってもいい服装、長靴、　
　バケツまたは水槽、たも網、帽子、飲み物
【申し込み】5月3日(土)午前8時30分から電話受付

【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）

綿づくり体験参加者募集綿づくり体験参加者募集
　綿づくり体験は 3回シリーズとなり、種まきか
ら綿摘みまで一年を通して体験できます。真岡市
の花である「綿」を、この機会に育ててみてはいかが
でしょうか。
【とき】5月11日 (日 ) 午前 9時～正午
【ところ】真岡りす村ふれあいの里わた畑・真岡木
　綿会館
【対象】一般、小学生以上（小学生は保護者同伴）　
　先着 30 人
【内容】綿の種まきと機織り体験
【参加料】1,000 円
【申し込み】電話（平日午前 10 時～午後 4時）で
　申し込み。定員になり次第締め切り。
【問い合わせ】真岡木綿会館（火曜休）☎83-2560

市民市民
講座講座 　　お菓子づくり講座お菓子づくり講座  

【とき】5月 24日（土）　午前 9時 30分から午前 9時 30分から
【ところ】市公民館真岡西分館 調理室【ところ】市公民館真岡西分館 調理室
【対象】市内在住または勤務の方  定員 20人【対象】市内在住または勤務の方  定員 20人
【内容】新聞紙の容器で作るカステラとレモンゼリー【内容】新聞紙の容器で作るカステラとレモンゼリー
【受講料】500円程度（材料代）【受講料】500円程度（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、新聞紙(一日分)、【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、新聞紙(一日分)、
　アルミホイル　アルミホイル
【申し込み】5月 10日 ( 土 ) 午前 8時 30分から　【申し込み】5月 10日 ( 土 ) 午前 8時 30分から　
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（月・日曜・祝日休）

5 月の図書館だより5月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫
　6・13・20・27日（火）、午前10 時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語
　　の絵本の読み聞かせ
≪映写会≫※入場無料
　10日（土）午後2時～「おもしろ動物大集合」（45分）
　20日（火）午後 2時～「蒼天の夢」  （119 分）
≪館長の読み聞かせ≫ 10日（土）午後１時30分～
≪スタッフの読み聞かせ≫ 23日（金）午後3時～
≪新着本≫
　一般書『小学4年生の世界平和』ジョン・ハンター、
　『さいごの毛布』近藤史恵、『寝相』滝口悠生、『あ
　りふれた愛じゃない』村山由佳、『書かずにはいら
　れない』北村薫
　児童書『ちゃんとわかる消費税』斎藤貴男、『「赤
　毛のアン」と花子』村岡恵理、『イカになあれ』真
　珠まりこ、『とりがないてるよ』ヨアル・ティーベリ
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

二宮図書館二宮図書館
≪キャンドルの会≫
　10日（土）、午前10 時～11時 30 分
　【内容】絵本読み聞かせ、みんなでお料理

【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286（月曜日休）

弓道教室弓道教室
　弓道は、素朴で親しみやすく、年齢や性別を問わ
ず、自分の体力に合った強さの弓を使ってできる武
道・スポーツです。
【とき】6月4日～7月 2日　午後 7時～ 9時
　（毎週水曜日・全5回）
【ところ】真岡市弓道場 (真岡市田町 2668 番地 )
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着25人
【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物
【申し込み】5月 7日（水）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。

認知症サポーター養成講座
　認知症は誰でも発症する可能性のある病気です。認知
症について正しく学んでみませんか。サポーターとは、
何か特別なことをするのではなく、認知症の方や家族に
対する理解者になることです。お気軽に参加ください。
【とき】5月 14日（水）
　午前 9時 30分～ 11時　
【ところ】二宮コミュニティセンター  
　202 会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方　
【申し込み・問い合わせ】
　福祉課地域支援係（地域包括支援センター）
　☎ 83-8132　FAX 83-6335

5 月に 70 歳を迎える方へ5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
　5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 5月 31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（交付窓口に用意）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。5月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 11枚（5月～翌年 3月分）です。

【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係 ☎83-8195 FAX82-2340

介護予防いきいき体操教室介護予防いきいき体操教室
～筋力トレーニング編～～筋力トレーニング編～

　筋トレマシンを使用した、介護予防のための体操
教室です。初めての方でも無理なく続けられるよう
に、スタッフが指導します。
【ところ】iFitness（真岡井頭温泉内）
【開始日】6月2日（月）・4日（水）・5日（木）・6日（金）
　午後2時～3時（開始日を含む全12回・1回約1時間）
　※電話申し込み順に受講曜日を決定しますので、
　　希望に添えない場合があります。
【定員】各曜日 4人
【対象】以下の条件をすべて満たす市内在住の方　
　① 65～ 75歳で介護保険サービス対象外の方
　②マシンを使用した運動に支障のない身体状態の方 
　③主治医の了解が得られる方 ( 診断書等の必要は
　　ありません )
　④初めて参加する方
【受講方法】
　①電話で福祉課に申し込む。
　②福祉課から送られる申込用紙に記入し、福祉課
　　窓口に持参。（簡単な聞き取りあり） 
　③受講決定通知を受け参加する。
【申し込み】5月16日(金)まで。定員になり次第締め切り。
【申し込み・問い合わせ】
　福祉課地域支援係（地域包括支援センター） 
　☎ 83-8132　FAX83-6335

水石盆栽展
【とき】5月 3日（土）～ 6日（火）
　午前 9時～午後 4時（6日は正午まで）
【ところ】久保講堂【内容】水石と盆栽の展示

【問い合わせ】商工観光課観光係 ☎83-8135  FAX83-0199

第35回  『花と緑の市』を開催！
【とき】5月 3日（土）～ 5日（月）
　午前 10時～午後 4時
【ところ】久保講堂前広場
【内容】庭園の展示、花木の展示・販売
※ 5月 3日（土）午前 10時ごろからアキシラリス
　の苗木を先着 500人にプレゼントします。

第1回 第1回 筋力トレーニング教室筋力トレーニング教室
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。ぜひご参加ください。
【とき】6月2日（月）　午後 7時～ 8時 30分
　※1回のみの教室です。
【ところ】総合体育館トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の 60歳以上の
　一般女性　先着 10人
【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】5月 7日（水）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。

みんなのひろば
●真岡児童館～子育て支援 5月の予定～
　◇8日（木）・9日 (金 )保育園の庭&ポッポランド
で遊ぼう！ ◇ 13日（火）・14日（水）・15日（木）・
20日（火）・21日（水）成長アルバムを作ろう ◇22日（木）
子育て相談日（個別） ◇26日（月）・27日（火）・28日（水）
絵本＆紙芝居の読み聞かせ/身体測定【時間】10:30～
11:30【問い合わせ】真岡児童館☎80-6980
●スポーツダンス10種目・毎月1回の無料講習会(第2回)
　今月はワルツを体験します。【とき】5/10(土 )9：30～
10：30【ところ】真岡市スポーツ交流館多目的室【対象】
市内在住または通勤・通学の方【持ち物】ダンスシュー
ズまたは体育館シューズ【問い合わせ】DSみゆき☎83-
2453(渡邊 )
●第31回こらぼ茶話～素敵に和服を着てみませんか？～
　和服の着付けを学びます。着物は用意しますが、手持ち
の着物を着ることもできます。【とき】5/10（土）14:00～
16:00【ところ】二宮コミュニティセンター 205和室【対象】
市内在住または通勤・通学の方 先着20人【講師】高橋よし
子さん【参加料】無料【持ち物】あれば足袋・草履【申し込み・
問い合わせ】コラボーレもおか☎81-5522(月曜・祝日休み)

         無人ヘリコプターによる
  麦病害虫防除の実施
【散布日】4月 25日 ( 金 ) ～ 5月 31日（土）
　午前 5時～正午
　※天候、出穂の条件により散布日時の変更あり。
【対象】二条・六条大麦、小麦
【使用農薬】トップジンMゾル（殺菌剤）8倍希釈
【問い合わせ】JA真岡地区営農センター ☎ 83-3311
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

家庭教育支援プログラム指導者研修家庭教育支援プログラム指導者研修

「親学習プログラムコース」受講者募集「親学習プログラムコース」受講者募集
　親同士が交流しながら、子育てに必要な知識やス
キルなどを学ぶ『親学習プログラム』を、効果的に
活用できる指導者を育成するコースです。
【とき】6月6日（金）、6月27日（金）、7月15日（火）、
　7月31日（木）、平成27年1月20日(火)（全5回）
　午前 10時～午後 4時　※最終日は希望研修
【ところ】宇都宮市　栃木県総合教育センター
【対象】家庭教育支援に関する活動に関心のある方、
　地域で家庭教育支援に携わっている方、PTA指
　導者、市町村職員、教職員等　   　
　※研修終了後は、研修修了生で組織する「スマイ
　　ルネット」に加入して、親学習プログラム指導
　　者として活躍できます。
【定員】70人
【申し込み】5月 21日（水）午後5時まで電話受付
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日・祝日休）


