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9 月の図書館だより9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≫
　2・9・16・23・30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
　13日（土）午後 2時～「5つの名作集」（28分）
　レオ・レオニの絵本名作 5本立て
　16日（火）午後2時～「謎の海底サメ王国」  （58分）
　謎に満ちた深海ザメに迫ります。
≪館長の読み聞かせ≫ 13日（土）午後１時30分～
≪おはなしの森≫ 20 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≫ 26日（金）午後3時～
☆リサイクルフェア☆15日(月)午前10時～正午、
　午後1時～3時　※入場無料、当日整理券を配布
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 　
http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（15日を除く月曜日休）

二宮図書館二宮図書館
≪スタッフの読み聞かせ≫ 4日（木）午後2時～
≪キャンドルの会≫ 13 日（土）午前 10時～
　【内容】絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作 (ストロー
　でひこうきを作ろう )
≪三つ子の魂育成事業≫24日（水）午前10時30分～
≪館長の読み聞かせ≫ 27 日（土）午後 2時～
≪映写会≫※入場無料　27日（土）午後2時30分～
　「こぎつねのおくりもの」（30分）
☆ 16ミリ特別映写会☆
　18日 ( 木 ) 午後 2時～「尾瀬の四季」（29分）
【問い合わせ】二宮図書館☎74-0286（15日を除く月曜日休）

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】9月10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】認知症に関心のある市民の方【受講料】無料
【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

根本山しぜん体験教室 
さおを作ってさおを作ってザリガニつりザリガニつりをしようをしよう

in鬼怒水辺観察センターin鬼怒水辺観察センター
　自分でアズマネザサを切って竿を作り、池や水路
でザリガニ釣りをします。一番大きなザリガニを釣
るのは誰かな？　
【とき】9月15日（月）午前9時～11時　※雨天中止
【ところ】鬼怒水辺観察センター　【参加料】無料
【対象】どなたでも参加できます。先着 40人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　
【持ち物等】動きやすい服装、ぬれてもいい靴、帽子、
　タオル、飲み物、バケツ、スルメ (ザリガニの餌用 )
【申し込み】8月 31日（日）から電話受付
　(午前 8時 30分～午後 5時 )
【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・祝日の翌日休み）

市民市民
講座講座 フラダンス（親子）講座フラダンス（親子）講座

【とき】9月 28日、10月 5日、19日、26日、
　11月 2日 (各日曜日、全5回 )午前10時～正午午前10時～正午
【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】市内在住または在園している 3歳以上の　【対象】市内在住または在園している 3歳以上の　
　子どもと保護者　先着30人(子どもだけの参加も可)　子どもと保護者　先着30人(子どもだけの参加も可)
【持ち物等】運動できる服装、上履き (体育館シュー【持ち物等】運動できる服装、上履き (体育館シュー
　ズ等）、タオル、飲み物　ズ等）、タオル、飲み物
【申し込み】9月 6日（土）から【申し込み】9月 6日（土）から電話受付話受付
　（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】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座 ３B 体操３B 体操男性の方も歓迎！男性の方も歓迎！
　３B(ボール、ベル、ベルター )を使い、音楽に合
わせながら楽しく体を動かすストレッチ体操です。
【とき】9月18日、25日、10月2日、9日、16日
　(各木曜日、全 5回 )午前 10時から午前 10時から
【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 30人【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人
【受講料】無料【受講料】無料
【持ち物等】運動できる服装、バスタオル、飲み物【持ち物等】運動できる服装、バスタオル、飲み物
　（お持ちの方はヨガマットを持参してください）　（お持ちの方はヨガマットを持参してください）
【申し込み】9月 6日（土）から【申し込み】9月 6日（土）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

科学教育センター 

天体観望会
　※電話申し込みが必要です。
　天体望遠鏡を使って、月や惑星を観察します。
【とき】9月 4日（木）午後 6時 30分～ 7時 30分
【対象】一般、小・中学生　先着 30人
　（小学生は保護者同伴）　
【参加料】無料　【持ち物】懐中電灯
【申し込み・問い合わせ】9/1（月）～9/3（水）電話受付
　科学教育センター ☎ 83-6611 FAX83-6211

介護予防教室参加者募集介護予防教室参加者募集
◆介護予防いきいき体操教室◆介護予防いきいき体操教室

　マットやボールを使用した運動やストレッチに
よって、介護予防に取り組む教室です。
【開始日】9月 24日 ( 水 )
　（毎週水曜日・全 12回）午前 10時 30分～正午
【ところ】井頭温泉　※送迎はありません。各自お越しください。
【対象】以下の条件を満たす市民の方　先着 15人
　◇ 65歳以上で、介護保険サービス対象外の方
　◇主治医の了解が得られる方 ( 診断書等は
　　必要ありません)
　◇筋力の衰えを予防、改善したい方
　◇この教室に初めて参加する方

◆介護予防いきいき脳げんき教室◆介護予防いきいき脳げんき教室
　脳トレゲームや創作活動、脳トレ体操など、盛り
だくさんのプログラムで楽しみながら認知症を予防
しましょう！
【開始日】9月 30日 ( 火 )　（毎週火曜日・全 12回）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター
【対象】以下の条件を満たす市民の方　先着 20人
　◇ 65歳以上で、介護保険サービス対象外の方
　◇主治医の了解が得られる方 ( 診断書等は必要あ
　　りません )
　◇もの忘れの心配がある方

≪ 各 教 室 共 通 事 項 ≫≪ 各 教 室 共 通 事 項 ≫
【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、下記窓口に持参（簡
　単な聞き取りをするので本人がお越しください） 
　③受講決定通知を受け参加する
【申し込み】9月 12日 ( 金 ) まで電話受付

第18回第18回わたの花趣味クラブ発表会わたの花趣味クラブ発表会
　民謡・四つ竹・吟詠・ハワイアン・軽音楽・ダン
ス等、8団体の趣味クラブによる発表会です。日頃
の練習の成果を発表しますので、ぜひご覧ください。
【とき】9月17日(水)午前10時開演　9時30分開場
【ところ】市民会館大ホール【入場料】無料
【問い合わせ】社会福祉協議会 ☎82-8844 FAX 82-5516

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

グラウンドゴルフ教室グラウンドゴルフ教室
【とき】9月 14日（日）午前 9時～ 11時
【ところ】総合運動公園陸上競技場　※雨天中止
【対象】小学1年生～高齢者の方　先着30人
【参加料】1人 200 円
( 当日会場でお支払いください )

【申し込み】9月 11日 ( 木 ) まで
電話（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）
またはＦＡＸ・E メールで申し込みください。

【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、学年(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ましょう。
【とき】9月 11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

初心者初心者のためののための女性水泳教室女性水泳教室
【とき】9月 11日、25日、10月 9日、23日、　　
　11月 13日、27日（毎月第２・４木曜日、全6回）
　午後 1時～ 2時 30分　
【ところ】フィールドビックスイミングスクール真岡
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着40人
【参加料】無料【持ち物等】水着、水泳帽子、ゴーグル
【注意事項】妊娠中の方、高校生は参加できません。会
　場施設の駐車場は使用できません。参加者は総合体
　育館などの近隣市関係施設駐車場を利用してください。
【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・年齢を明記

あなたの体力年齢、測定してみませんか？あなたの体力年齢、測定してみませんか？
健康体力測定健康体力測定

【とき】9月 8日（月）
①午前10時～ ②午後3時～ ③午後6時 30分～

【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の20～79歳の一般男女
【内容】握力、反復横とび、立ち幅とび、6分間歩行ほか
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、飲み物
【申し込み】申込期限、定員はありません。
電話（平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）・
FAX・Eメールで申し込みください。

運動ビギナー大歓迎！仲間と楽しく脂肪燃焼！運動ビギナー大歓迎！仲間と楽しく脂肪燃焼！
すっきり！メタボ解消教室すっきり！メタボ解消教室  
　最近体重が増えた、お腹回りが気になる、毎日
ウォーキングしているけど効果がでない…。そんな
方におすすめの運動教室です。健康的で理想的な体
づくりをしていきましょう。
【とき】9月 8日、29日、10月 20日 
　午後 1時 15分～ 3時（各月曜日・全 3回コース）
【ところ】井頭温泉内の研修室　
【対象】下記のいずれかに該当する40～74歳の市民
　の方　先着 20人
　①去年よりも体重が増加した方、お腹回りが気になる方
　②運動を始めたい方、運動しているが効果がでない方
【講師】井頭温泉フィットネスインストラクター、管理栄養士
【内容】筋力アップトレーニング、ストレッチ・ウォー
　キングなどの実践、食事の講話
　※詳細については申し込み後に通知を発送
【持ち物】運動シューズ、タオル、
　飲み物、計算機 (携帯電話でも可 )
【申し込み】9月 4日 (木 )まで
　電話受付（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】
健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

市民市民
講座講座 一閑張り講座一閑張り講座
　丈夫な籠バッグを作ります。竹の籠に和紙や布を
貼り重ね、柿渋を塗って仕上げます。( 講座で作る( 講座で作る
予定の作品を西分館ロビーに展示していますのでご予定の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)覧ください)
【とき】9月18日、25日、10月2日、9日、16日
　(各木曜日、全5回 )午後1時 30分～3時 30分午後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 30人【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人
【受講料】7,000 円程度 (材料代 )【受講料】7,000 円程度 (材料代 )
【持ち物】布切りばさみ、紙切りばさみ (籠バッグ【持ち物】布切りばさみ、紙切りばさみ (籠バッグ
　のすべての材料は西分館で用意しますが、自分の　のすべての材料は西分館で用意しますが、自分の
　お気に入りや思い出の生地を使うこともできます )　お気に入りや思い出の生地を使うこともできます )
【申し込み】8月 30日（土）から【申し込み】8月 30日（土）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

ただ今チケット発売中！ただ今チケット発売中！
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
週末よしもと 真岡 お笑いまつり！週末よしもと 真岡 お笑いまつり！
　博多華丸大吉、ロバート、アジアン、平成ノブシ
コブシ、2700、くまだまさし、上原チョーが出演！
【とき】9月 27日（土）
　午後 6時 30分開演　6時開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 前売り券：3,800円、当日券：4,300円
　真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
　※当日券は前売りで完売しなかった場合にのみ販売
　※５歳以上有料、４歳以下膝上無料、席が必要な場合は有料
　※購入したチケットの払い戻しは不可
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30～17:15)
　ｻﾝﾗｲｽ゙ ﾌ゚ ﾛﾓー ｼｮﾝ東京☎0570-00-3337(10:00～19:00)
　ｻﾝﾗｲｽﾞｵﾝﾗｲﾝ http://www.sunrisetokyo.com/
　チケットぴあ ☎0570-02-9999（Pコード437-939）
　ローソンチケット☎0570-084-003（Lコード37574）
　イープラスhttp://eplus.jp/
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）


