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初心者の水彩画　中高年の方歓迎！初心者の水彩画　中高年の方歓迎！
静物画を描こう静物画を描こう

【とき】6月20日、27日、7月11日、18日、25日
　(各金曜日、全5回)午前9時30分～11時30分午前9時30分～11時30分
【ところ】中村農村環境改善センター【ところ】中村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15人【対象】市内在住または勤務の方　先着15人
【受講料】300 円（材料代）【受講料】300 円（材料代）
【持ち物】水彩絵の具（使い古し可）、古タオル1枚、2Ｂの鉛筆1本【持ち物】水彩絵の具（使い古し可）、古タオル1枚、2Ｂの鉛筆1本
　※絵の具、筆、パレット、水入れは貸し出しもあります。　※絵の具、筆、パレット、水入れは貸し出しもあります。
【申込期間】6月 3日（火）～ 6月 11日（水）【申込期間】6月 3日（火）～ 6月 11日（水）
【申し込み・問い合わせ】中村農村環境改善センター
　☎ 82-2902 FAX83-6148（日・月曜・祝日休）

まちおこし民話語りまちおこし民話語り
　第23回美寿々民話「もおか」―あなたに届けたい癒しと
温もり―動物の話、パートⅡ　※申し込み不要、入場無料
【とき】5月 31日（土）午前 10時～ 11時 10分
【ところ】真岡市立図書館 2 階会議室
【問い合わせ】図書館　☎84-6151　FAX83-6199

≪6月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

23日
（月）

  9:00 ～ 9:50 真岡税務署
10:30 ～ 11:30 ＪＡはが野 真岡支店
13:00 ～ 15:00 真岡病院
15:40 ～ 16:30 栃木銀行 真岡支店

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122　FAX 83-8619

第2回 第2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】7月7日（月）　午後 7時～ 8時 30分
　※1回のみの教室です。　【参加料】無料
【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一般男性　先着10人
【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】6月 4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。

《真岡市接骨師会》6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

  1日（日）海老沢整骨院 84-5489 8日（日）永島整骨院 82-6452

15日（日）広沢整骨院 84-1231 22日（日）みやざき骨院 81-7533

29日（日） 林整骨院 82-2877

　 6月 6 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】4日（水）21日（土）午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館 1階研修室女性室
【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

親子で卓球教室親子で卓球教室
　子どもからお年寄りまで、誰もが手軽に楽しめる
スポーツです。お父さんやお母さんと一緒に楽しく
卓球を学びましょう。
【とき】6月 7日～ 7月 5日（毎週土曜日、全 5回）
　午前 10時～正午 　【ところ】二宮体育館
【対象】市内小学生とその保護者 
　先着20組(40 人程度）【参加料】無料
【持ち物等】ラケット、運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】現在受付中
　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】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

おお口口
くちく ち

うるおいアップ教室うるおいアップ教室
　「口が渇く気がする」、「食事でむせやすくなった」
などの口のトラブルを放っておくと、食欲の低下、
誤嚥（ごえん）性肺炎等を引き起こす恐れがありま
す。正しいケアの方法を学び、生き生きと過ごせる
ようにしましょう。
【とき】6月 12日（木）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】65歳以上で、口の渇きや軽くむせるなど、
口のトラブルが心配な方  先着10人【参加料】無料

【内容】口の健康と口腔ケアの方法（講師：歯科衛生士）
【申し込み・問い合わせ】
　福祉課地域支援係 ☎ 83-8132 FAX 83-6335
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やさしく編める、おしゃれなニットやさしく編める、おしゃれなニット
　編み物教室　編み物教室

【とき】6月 21日、7月 5日、19日、8月 2日、30日、
　9月6日(各土曜日、全6回)午前9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20人
【内容】ベストとサマーセーターの 2作品
【受講料】1作品 3,000 円程度 (材料代 )
【持ち物】5号かぎ針、小バサミ【持ち物】5号かぎ針、小バサミ
【申し込み】6月3日（火）午前8時30分から電話または窓口で受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

ベストの例ベストの例

議場コンサートを開催議場コンサートを開催
　真岡市議会では、議場コンサートを開催します。
皆様のご来場をお待ちしています。
【とき】6月 9日 ( 月 ) 午前 9時 10分～ 9時 40分
　(午前 8時 40分から受付 )
【ところ】真岡市役所 市議会議場【定員】先着50人
【内容】「Melody( メロディー )」によるフルートと
　電子ピアノの演奏
　※引き続き午前 10時から一般質問が行われます。
【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176 FAX83-8714

●自動車税の納税通知書は届きましたか？
　自動車税の納期限は6/2( 月 )です。納期限までに、
お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア (土・
日・祝日利用可能 )で忘れずに納付しましょう。また、
口座預金からの振替による納付もできます。安全で便利
な口座振替をぜひご利用ください。心身障害者の方には、
障害の程度など一定の要件のもとに減免制度がありま
す。詳しくはお問い合わせください。【問い合わせ】栃
木県真岡県税事務所 (真岡市荒町5197)☎ 82-2135
●狩猟免許取得のための予備講習会のお知らせ
　有害鳥獣による被害への対策として、新たに狩猟免許
を取得する方を育成するための予備講習会を開催しま
す。受講希望者は下記の申し込み先までお問い合わせく
ださい。【とき】6/15( 日 )午前 9時から (網・わな・
第一種・第二種)、8/7(木 )午前9時から(わな・第一種)
【ところ】清原地区市民センター (宇都宮市清原工業団
地15-4)【応募締め切り】受講日の7日前まで【申し込み・
問い合わせ】栃木県猟友会宇河支部☎028-633-9103
●スポーツダンス10種目・毎月1回の無料講習会
　今月はルンバを体験します。【とき】6/14( 土 ) 午
前 9時 30分～ 10時 30分【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 )

みんなのひろば

科学教育センター6月科学教育センター6月のの案内案内
★電波教室「ラジオをつくろう！」★
　電波の実験や、はんだごてを使ったＡＭ /ＦＭラ
ジオ作りを行います。※電話申し込みが必要です。
【とき】6月7日（土）午前の回：午前9時～11時
　午後の回：午後1時30分～3時30分(各回15分前から受付開始)
【対象】小学3年生以上(小学4年生以下は保護者同伴)
　各回先着25人　※大人の方も申し込みできます。
【参加料】1個 500 円 ( 材料代 )
【申し込み】6月3日(火)～5日(木)午前8時30分から電話受付
★プラネタリウム一般公開★
【とき】7日、14日、21日、28日　各土曜日
　①午前11時から　②午後1時30分から　（途中入場不可）
　※ 21日、28日は無料公開 ( 栃木県民の日協賛　
　事業 ) 定員になり次第、観覧券の配布は終了
【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）
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211
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【とき】6月 11日、18日、25日、7月 2日、9日
　(各水曜日、全5回で 1コース )午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )
【対象】市内在住または勤務の方　先着 25人【対象】市内在住または勤務の方　先着 25人
【内容】紙紐で買い物かごを作ります。(作品を西分      【内容】紙紐で買い物かごを作ります。(作品を西分      
　館ロビーに展示していますのでご覧ください)　館ロビーに展示していますのでご覧ください)
【受講料】1作品 600 円程度 (材料代 )【受講料】1作品 600 円程度 (材料代 )
【持ち物】ハサミ、タオル、メジャー、筆記用具、洗濯バサミ10個【持ち物】ハサミ、タオル、メジャー、筆記用具、洗濯バサミ10個
【申し込み】5月31日（土）午前8時30分から電話受付【申し込み】5月31日（土）午前8時30分から電話受付

6 月の6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～ 5時

子育てサロン大内分館
（大内農業構造改善センター）

3日･17日（火）午前9時～正午
お楽しみビックリばこ午前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）

4日･18日（水）午前9時～正午
三つ子室長のふれあいタイム18日午前10時45分～

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

5日・19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）

6日・20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（17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】
2日（月）午前 10時 45分～ 子育て健康相談・身体測定
10日（火）午前10時 45分～ リズムで遊ぼう
12日（木）午前10時 45分～ 三つ子室長のおしゃべりタイム
25日（水）午前10時 30分～ オピママと遊ぼう　制作活動

【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】
6・13・20・27日（金） 午前 11時～ 体育あそび
26日（木）午前 10時 45分～ 三つ子室長のおしゃべりタイム

【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】
10日（火）午前10時45分～ トライフル

【問い合わせ】子育てサロン西分館☎84-6781FAX84-6936
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】6月 4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　

離乳食教室 2回食に向けての進め方
【とき】6月 19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 11～ 12月生まれで、離乳食が始
　まっているお子さんと保護者　先着 20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】6/6（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121  FAX83-8619
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【とき】6月 14日、28日、7月 12日、26日、
　8月 2日 ( 各土曜日、全 5回で 1コース )
　午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )
【対象】市内在住または勤務の方　先着 25人【対象】市内在住または勤務の方　先着 25人
【内容】季節の花で押し花の作品を作ります。(作品【内容】季節の花で押し花の作品を作ります。(作品
　を西分館ロビーに展示していますのでご覧ください)　を西分館ロビーに展示していますのでご覧ください)
【受講料】4,500円程度(3作品、コースターの材料代)【受講料】4,500円程度(3作品、コースターの材料代)
【持ち物】花(押し方を習います)、ハサミ、カッターナイフ【持ち物】花(押し方を習います)、ハサミ、カッターナイフ
【申し込み】5月31日（土）午前8時30分から電話受付【申し込み】5月31日（土）午前8時30分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

認知症サポーター養成講座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】6月 11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


