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 6 月の図書館だより 6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≫
　10・17・24日（火）、午前10 時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語での絵本の読み聞かせ
≪映写会≫
　14日（土）午後 2時～「ムーミン パペットアニ 
　メーション ―魔法の巻― 3 本立て」（30分）
　17日（火）午後 2時～「世阿弥の能」  （49 分）
≪館長の読み聞かせ≫ 14日（土）午後１時30分～
≪おはなしの森≫ 21 日（土）午後 2時～
≪スタッフの読み聞かせ≫ 27日（金）午後3時～
☆人形劇「ひひん　わんにゃん　こけっこー」
　7日(土)午後2時30分～午後3時30分
☆ブックカバーをつくろう　29日(日)午後2時～
≪新着≫
　一般書『集合、成田。行き先、宇宙。』浅川恵司ほか
　児童書『いのちにつながるノーベル賞』若林文高ほか
　ＣＤ　 『カヨ子おばあちゃんの脳育クラシック』ほか
【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≫14日（土）、午前10 時～
　【内容】絵本の読み聞かせ、紙芝居、紙筒ロケットをつくろう
≪三つ子の魂育成事業≫ 24日(火)午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 28日 (土 )午後2時～
≪映写会≫19日(木)午後2時～「うっかりペネロペ」(30分)
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286（月曜日休）

みんなのひろば

市民市民
講座講座 焼かない陶芸講座焼かない陶芸講座

【とき】6月 29日、7月 13日、27日、8月 3日、
　10日 ( 各日曜日、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 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【内容】粘土で素敵な花の額を作ります。(講座で作る【内容】粘土で素敵な花の額を作ります。(講座で作る
　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)　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)
【受講料】1,500円程度(材料代)【持ち物】おしぼり、はさみ【受講料】1,500円程度(材料代)【持ち物】おしぼり、はさみ
【申し込み】6月14日（土）午前8時30分から電話受付【申し込み】6月14日（土）午前8時30分から電話受付

夏のはじまり！わんぱく親子スポーツ教室夏のはじまり！わんぱく親子スポーツ教室
　親子でトランポリンやニュースポーツ (スマイ
ルボウリングなど )にチャレンジします。
【とき】7月12日(土)午前9時～正午　※１回のみの教室です。
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内小学生とその保護者　先着30組(60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11日（水）受付開始。電話（平日午前
　8時30分～午後5時15分）・FAX・Eメールでスポー
　ツ振興課まで申し込み。定員になり次第締め切り。

真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業
スポーツ教室参加者募集スポーツ教室参加者募集
　総合型地域スポーツクラブとは、住民により自主的・
主体的に運営されるスポーツクラブです。
【ところ】真岡市総合運動公園陸上競技場
　（雨天時：山前分館多目的ホール）
【参加料】200円 ( 当日会場でお支払いください )
【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物
【教室の詳細】
①ランニングにつながるウォーキング教室
　とき：6月 14日（土）午前 10時～正午
　対象：一般の方　先着 20人
　申込期限：6月 12日（木）まで
②ニュースポーツ教室
　とき：6月 28日（土）午後 1時～ 3時
　対象：5、6歳児～高齢者の方　先着 30人
　内容：スカイクロス等、子どもから高齢者の方ま
　　　　でどなたでも楽しめる種目を行います。
　申込期限：6月 26日（木）まで
【申し込み】電話(平日午前8時30分～午後5時15分)
　またはＦＡＸにて下記へ申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
（スポーツ振興課内）  ☎ 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

傾聴（お話を聞く）傾聴（お話を聞く）ボランティアボランティア

養成講習会受講者募集養成講習会受講者募集
　一人暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯の方々のお話
を聴き、心の健康増進を図る傾聴ボランティアを養成します。
【とき】7月 9日・16日・23日・
　30日、8月 6日（各水曜日）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
　※ 23日のみ午前 9時～正午
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】市内で傾聴ボランティアとして活動する意
　思のある方。なお、修了証は５日間の全日程を受
　講した方のみにお渡しします。
【募集人数】30人　【受講料】無料
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市社会福祉協議会 ☎82-8844 FAX 82-5516

根本山しぜん体験教室 
キケンな虫や草をおぼえようキケンな虫や草をおぼえよう
　触ってはいけない虫や植物を観察し、自分の身の守り
方と、それらの生き物との付き合い方を覚えましょう。
【とき】6月22日（日）午前9時30分～11時30分※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター【参加料】無料
【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
【持ち物等】長袖、長ズボン、運動靴、帽子、タオル、飲み物
【申し込み】6月8日(日)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）

6 月に 70 歳を迎える方へ6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

　6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 6月 30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。6月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 10枚（6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

6 月 14 日（土）チケット一般販売6 月 14 日（土）チケット一般販売
真岡市制施行60周年記念事業・真岡市民会館自主事業真岡市制施行60周年記念事業・真岡市民会館自主事業
綾小路きみまろ  爆笑！スーパーライブ綾小路きみまろ  爆笑！スーパーライブ
【とき】9月19日（金）　午後2時開演　午後1時開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定S席5,500円、
　A席5,000円（前売り券・当日券共）
　※18歳未満の方の入場はできません。
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引
　　（開館販売分に限る）
【チケット発売日】
■一般発売 6月 14日（土）午前9時から（初日は
　１人６枚まで）※市民会館の電話予約は午後１時から
■先行発売 6月12日（木）午前９時から（市民会館
　窓口販売のみ）※真岡市芸術鑑賞会会員限定（会
　員１人につき２枚まで）
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎ 83-7731
　チケットぴあ ☎0570-02-9999（Pコード233-919）
【申込先・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

●聞こえ・補聴器・人工内耳の相談会と交流
　( 相談無料、予約不要）
　補聴器や人工内耳の装用を検討されたり、関心がある方、
聞こえのことで悩みをお持ちの方を対象に、相談会を行い
ます。なお、午後は出前講座・交流会もあり、どなたでも
参加できます。【とき】6/14(土)10：00～12：00(相談
会の受付は11：00まで)【ところ】二宮コミュニティセ
ンター 3階302・303会議室【問い合わせ】特定非営利
活動法人栃木県中途失聴・難聴者協会☎0285-51-1325 
FAX0285-51-1326 Eメールtcnks58@sky.ucatv.ne.jp

とちぎジョブモール  巡回相談会
　求職者の就職促進を図るため「とちぎジョブモール」
の就労総合相談員・キャリアカウンセラーが、セミ
ナー・就労相談・キャリアカウンセリングを行います。
【とき】6月 19日（木）
　①就職応援セミナー　午前 10時 30分～正午
　②キャリアカウンセリング　午後 1時～ 4時
　③総合相談　午後 1時～ 4時
　※①および②の相談時間は、一人1時間程度です。
【ところ】真岡商工会議所 第2中会議室(真岡市荒町1203)
【内容】①履歴書の書き方、面接の受け方等 ②就職
　活動へのアドバイス、適職診断、履歴書の書き方
　等 ③就職や生活に関する悩みへのアドバイス等
【参加方法】①と②については、事前予約が必要 
　③については、予約不要のため、直接会場へ
【予約受付】6月 17日（火）までに電話申し込み
【申し込み・問い合わせ】
　商工観光課勤労者係 ☎ 83-8134  FAX83-0199
　栃木県宇都宮労政事務所 ☎ 028-626-3053

栃木県シルバー人材センター連合会栃木県シルバー人材センター連合会
緑地園芸講習会緑地園芸講習会のの受講者募集受講者募集
【とき】7月7日（月）～18日（金）午前10時～午後4時
【ところ】井頭公園グリーンサロン
【対象】就職・就業に意欲があり、栃木県内在住で
　ハローワークに求職登録済みの 55歳以上の方
【募集人数】15人 ( 応募多数の場合は選考 )
【内容】土・肥料・農薬・除草剤の基礎知識、垣根の刈込・
　草花の寄せ植え・挿し芽、刈込機取扱作業者の取得
【受講料】無料 (テキスト代も無料 )
【申し込み】所定の申込用紙 ( ハローワーク、県内
　各シルバー人材センター、公益財団法人栃木県シ
　ルバー人材センター連合会に用意。連合会HPか
　らもダウンロード可 ) にて郵送または FAXで公
　益財団法人栃木県シルバー人材センター連合会ま
　で申し込みください。6 月 26 日（木）必着
【申し込み・問い合わせ】〒 320-8503　
　宇都宮市駒生町 3337-1 とちぎ健康の森内
　公益財団法人　栃木県シルバー人材センター連合会
　☎ 028-627-1179　FAX028-627-2522

真岡自然観察会・真岡の自然を守る会真岡自然観察会・真岡の自然を守る会
ひめさゆりの観察会参加者募集ひめさゆりの観察会参加者募集
【とき】6月 28日（土）　※雨天決行
　午前７時50分集合（市立図書館東駐車場）、午後５時帰着予定
【行き先】高清水自然公園(福島県南会津郡南会津町)
　※大型バスで行きます。(バス料金2,500円程度。当日徴収)
【定員】40人 ( 定員になり次第締め切り )
【持ち物等】山歩きのできる長袖、長ズボン、セーター、
　帽子、しっかりした靴、昼食、飲み物、雨具
　※双眼鏡などの観察補助具があればお持ちください。
【申し込み】FAXまたは郵便で、連絡先を明記の上、
　下記または山岸宅 (真岡市下高間木 1-25-14 　
　FAX82-1583)・中村宅 (真岡市熊倉町 3423-4)
　へ申し込みください。6 月 20 日（金）必着
【申し込み・問い合わせ】
　市公民館真岡西分館　真岡市西高間木 539-1
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

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

　　　　　 もおか観光コンシェルジュ   
 　ガイドツアー 　ガイドツアー

　「もおか観光コンシェルジュ」は、真岡の魅力を発
見し、来訪者に紹介する案内人のことです。真岡市
の歴史や魅力を感じながら、散歩しませんか。
【とき】6月 8日（日）午前 10時から（随時受付）
【定員】各コース 1回 5人程度
【受付場所】木綿会館駐車場
【参加料】無料【所要時間】約 1時間 30分
【参加方法】事前予約または当日申し込み
【コース】◆真岡城跡コース ◆真岡伝承ふれあいツアー 
　◆文化財巡りコース ◆SLの走るまち、もおかツアー
　※当日の状況により、コース変更あり

　真岡の「観光」は、まちの方と触れ合い、真岡を体
感してもらうことが、真岡の「感交」と考え、市民に
よる同好会やサークルなどの組織が主体となり「モオ
カの休日」を開催しています。ぜひお越しください！
【とき】6月 8日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ・内容・開始時間・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 ☎ 090-2463-2996

◆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）
　午前10時から　随時（午後2時30分まで受付）
　〈定員〉随時5人ずつ〈料金〉500円（イベント価格）

真岡木綿会館駐車場
◆切り絵「ひまわり・金魚」（スマ・切り絵クラブ）
　午前 10時から随時受付〈料金〉500円
◆リラクゼーション（リフレッシュ花）
　午前 10時から随時受付〈料金〉500円
◆シュシュ・バッグチャーム作り（カ・レイ・ロケラニ）
　午前10時から随時受付〈料金〉500円～1,000円

　　　　　　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


