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　8 月の図書館だより　8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≫
　5・12・19・26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≫
　9日（土）午後 2時～「忍たま乱太郎 忍術学園
　全員出動！の段」（78分）
　19日（火）午後 2時～「次郎長三国志」  （126 分）
≪館長の読み聞かせ≫ 9日（土）午後１時30分～
≪おはなしの森≫ 16 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≫ 22日（金）午後3時～
☆第7回 図書館寄席☆　※入場無料・入場制限なし
　3日 (日 ) 午後 1時 30分～ 3時 30分
☆ダンボールで恐竜をつくろう！☆
　24日 ( 日 ) 午後 1時 30分～ 3時【定員】30人
　【申し込み】8日 (金 )からカウンター、電話受付
　※小学 3年生以下は保護者同伴
☆まちおこし民話語り ☆　※申し込み不要、入場無料
　第 24回美寿々民話「もおか」あなたに届けたい
　癒しと温もり「雨、川、沼、…水にまつわる話」
　30日(土)午前10時～11時10分
【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
≪のびのびの会≫ 7日 (木 ) 午前10 時～
　【内容】絵本の読み聞かせ、紙芝居、せみの折り紙
≪キャンドルの会≫ 9日（土）、午前10 時～
　【内容】絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作（はり絵をしよう）
≪三つ子の魂育成事業≫26日(火)午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪映写会≫ 23 日（土）午後 2時 30分～
　「こねこのぴっち」（31分）
≪館長の読み聞かせ≫ 23 日（土）午後 2時～
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286（月曜日休）

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
オリンピ ックコーチオリンピックコーチ
に学ぶランニング教室に学ぶランニング教室
　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。　　
【とき】8月 6日（水）午後 6時 30分～ 8時
【ところ】真岡市総合運動公園陸上競技場周辺
【集合場所】陸上競技場駐車場
　※雨天時は、山前分館で講演会を開催
【対象】一般男女　先着 20人
【指導者】宇都宮村上塾　村上 晃史 氏
　(日本オリンピック委員会強化スタッフ。マラソン
　有森裕子専属トレーナーとして、92年バルセロナ
　オリンピック銀メダル獲得に貢献 )
【参加料】200円 ( 当日会場でお支払いください )
【申し込み】8 月 1 日（金）までに電話（平日　
　午前 8時 30分～午後 5時 15分）またはＦＡＸ・
　Eメールにて、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

第3回 第3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。1回のみの教室です。
【とき】9月 1日（月）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館トレーニング室【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務で
40～ 59歳の女性　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】7月 30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。

科学教育センター夏休み科学教育センター夏休みのの案内案内
夏休みセンター特別公開夏休みセンター特別公開

【一般公開期間】8月 3日 ( 日 ) ～ 10日 ( 日 )
【開館時間】9：00～正午、13:00 ～ 16:00
★スライムづくり★
　【とき】8月4日(月)午前の部、6日(水)午後の部、
　　8日 (金 ) 午前の部、9日 (土 ) 午後の部
★発泡入浴剤づくり★
　【とき】8月4日(月)午後の部、6日(水)午前の部、
　　8日 (金 ) 午後の部、10日 ( 日 ) 午後の部
≪スライムづくり・発泡入浴剤づくり共通事項≫
　【開催時間】午前の部…① 9:30 ～ ② 10:00 ～
　　午後の部…① 14:30 ～ ② 15:00 ～
　【入場券】当日受付ブースで入場券販売
　　午前の部…9:00 ～、午後の部…13:00 ～
　【定員】各回20人(小学3年生以下は保護者同伴)
　【参加料】1人 50円
★ものづくり教室★
　身近なものを使っておもちゃ (ミニアクアリウ　
　ム、ゴムレーシングカーなど )を作ります。
　※その日の午前と午後で作るものが変わります。
　【とき】8月5日 (火 )、7日 (木 )　　
　①9:30～ ② 10:00～ ③ 14:30～ ④ 15:00～
　【定員】各回20人程度(小学3年生以下は保護者同伴)
　【参加料】無料
★簡単ものづくり体験★簡単なおもちゃを作ります。
　【とき】期間中毎日　【参加料】無料
★ミニショー★液体窒素を使ったショーを行います。
　【とき】期間中毎日 15:30 ～【参加料】無料

夏休みのプラネタリウム夏休みのプラネタリウム
【とき】期間中毎日　① 11:00 ～ ② 13:30 ～
【内容】当日の星座解説、新番組「星になったポッ当日の星座解説、新番組「星になったポッ
　プコーン」　プコーン」
【観覧料】高校生以上 200円、中学生まで 100円、
　3歳以下無料
【申し込み・問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

コラボーレもおか コラボ共催講座　コラボーレもおか コラボ共催講座　
今、みんなで考えるエネルギー！今、みんなで考えるエネルギー！
　燃料電池車、ソーラハウス、風力発電装置等の体
験を通して、大切なエネルギーの現状や発電につい
て学びましょう。
【とき】8月 9日（土）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 204会議室
【対象】エコに関心のある方(親子で参加歓迎)　先着20人
【参加料】無料　【講師】もおかエコの会の皆さん
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか☎81-5522 FAX81-5558

8 月の8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） 5日・19日（火）午前9時～正午

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター） 6日・20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） 7日・21日（木）午前9時～正午

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター） 8日・22日（金）午前9時～正午

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（15日・19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】
4日（月）午前 10時 45分～ 身体測定
7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】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】
29日（金） 午前11時～ 体育あそび

【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（火）午前10時45分～ トライフル(一緒に歌いましょう)
13 日（水）午前 10時 45分～ 三つ子室長のふれあいタイム

【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】8月 6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　

　 8月 8 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】9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

第1回 第1回 ウォーキング教室ウォーキング教室
【とき】9月 2日（火）午前 10時～正午
【ところ】スポーツ交流館　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務で 60歳以上の
　一般男女　先着 20人
【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】7月 30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
鬼怒水辺観察緑地鬼怒水辺観察緑地 川の生き物さがし 川の生き物さがし
　夏の鬼怒水辺観察緑地のトンボの池では、メダカ、
ザリガニ、トンボの仲間など、たくさんの生き物が見
られます。池の中に入って生き物を探してみませんか。
【とき】8月3日（日）午前9時30分～11時30分
　※雨天・増水時中止
【ところ】 鬼怒水辺観察センター (真岡市若旅 )
【対象】どなたでも参加できます。
　(小学 3年生以下は保護者同伴 )
【持ち物等】濡れてもいい服装と履物、着替え、
　たも網、魚などを入れる容器、飲み物
【申し込み・問い合わせ】真岡の自然を守る会事務局
　市公民館真岡西分館 ☎ 84-6781 FAX84-6936
　（日・月曜・祝日休）

塩分 3g以下でもおいしい食事塩分 3g以下でもおいしい食事
減 塩 教 室減 塩 教 室

【とき】8月21日（木）午前9時30分～午後1時30分
【ところ】市公民館 調理室　【参加料】無料
【対象】市内在住の40～69歳で血圧が高めの方　先着24人
【内容】調理実習：なすのチーズ丼、かじきのマヨネー
　ズ焼き、ごぼうサラダ、野菜スープ
　その他：減塩に関する講話、ブラッシングの実技
【持ち物】エプロン、三角巾 (バンダナ )、筆記用具、
　ふきん、歯ブラシ
【申し込み】7月 28日（月）から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

シニアシニアのためののための料理教室料理教室
　しらす入りゆかりご飯、鶏肉のレモン焼き、野菜
スープ、フルーツゼリーを作ります。
【とき】8月22日（金）　午前9時30分～午後1時
【ところ】二宮コミュニティセンター調理室
【対象】市内在住で 50歳以上の方　先着 24人
【参加料】1人 600 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、ふきん
【申し込み】7月28日（月）から電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会　

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。
【とき】8月 6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

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】8月 7日（木）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】総合福祉保健センター　【参加料】無料
【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

【内容】口の健康と口腔ケアの方法（講師：歯科衛生士）

みんなのひろば
●放送大学10月入学生を募集しています
　放送大学では、平成26年度第2学期(10月入学)の
学生を募集しています。放送大学は、テレビ等の放送
やインターネットを利用して授業を行う通信制の大学
です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなど、さまざまな目的で幅広い世代、職業の方が
入学しています。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自
然科学などの分野を学ぶことができます。【出願期限】
8/31(日 )まで※資料を無料で差し上げています。【問
い合わせ】放送大学栃木学習センター☎028-632-0572


