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10 月の図書館だより10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≫ 7・14・21・28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≫11日（土）午後2時～「ペリーヌ物語完結版」（90分）
　21日（火）午後2時～「紲(きずな)～庵治石の味～」  （96分）
≪館長の読み聞かせ≫ 11日（土）午後１時30分～
≪おはなしの森≫ 18 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≫ 31日（金）午後3時～
☆読んだ本を絵で紹介しよう！下描き会☆
　5日（日）午前 10時～ 11時 30分
　※入場無料、事前申し込みあり (当日参加も可 )
　　小学 2年生以下保護者同伴
☆ハロウィンパーティー☆26日（日）午後1時～2時30分
　アンサンブルミニコンサート/ひばりの会の皆さん
　のおはなし会/ジル・シルバン先生の読み聞かせ
　※参加無料、事前申し込みなし、仮装ＯＫ！
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 

　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/
二宮図書館二宮図書館

≪キャンドルの会≫11日（土）午前10 時～
　【内容】大型絵本、紙芝居、工作（靴下で作る人形）
≪三つ子の魂育成事業≫28日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ会
≪映写会≫25日（土）午後2時30分～「ココロ屋」（25分）

【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286
図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ

≪ 10月の休館日≫ 6・20・22・23・24・27日
※10月22日(水)～24日(金)は蔵書点検のため、
　真岡市立図書館・二宮図書館・西分館図書室はお休み
　となります。この期間は返却ポストをご利用ください。

科学教育センター10月科学教育センター10月のの案内案内
★天体観望会「皆既月食をみよう」★
　天体望遠鏡やスコープを使って、皆既月食を見ます。
※雨天曇天中止(開催の有無は当日問い合わせください)
【とき】8日(水)午後6時～7時30分【参加料】無料
【対象】どなたでも参加できます。（小学生以下は保護者同伴）
【申し込み】当日センターで受付(午後5時30分から)
★科学の広場「化石をさがそう」★ ※電話申込が必要
　化石を探したり、レプリカの化石作りをします。
【とき】18日（土）午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小・中学生 (小学 4年生以下は保護者同伴 )
　先着24組　※7月開催時に参加できなかった方優先
【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】10月 14日 ( 火 ) ～ 15日 ( 水 )
★プラネタリウム一般公開★
【とき】4日(午前のみ)、11日、18日、25日の各土曜日
　午前11時から、午後1時30分から　※途中入場不可
【内容】当日の星座解説、新番組「オーロラを見た恐竜たち」（約50分）
【観覧料】高校生以上 200円、4歳～中学生 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券発売）
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211

真岡市ファミリー・サポート・センター真岡市ファミリー・サポート・センター
おておてがる・かがる・かんたん・お料理教室んたん・お料理教室
　会員同士の親睦を深めるため、料理教室を開催しま
す。お子さま同伴も可能です。会員以外の方の参加も
受け付けていますので、ぜひ参加して、ファミリー・
サポート・センターの活動に触れてみてください。
【とき】10月19日(日)午前9時30分～正午(30分前から受付)
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】真岡市ファミリー・サポート・センター会
　員の方、センターの活動に興味・関心のある市内
　在住または勤務の方　先着 36人
【内容】手軽にできる料理（スープカレー、パイナップル
　きんとん、フルーツラッシー)を協力しながら作ります。
【参加料】大人 600円、子ども (3歳以上 )100 円
【持ち物】エプロン、三角巾 (バンダナ )、ふたをす
　ることのできる容器、筆記用具
【申し込み】10月 10日（金）まで電話受付
【その他】3歳から料理に参加できます。2歳以下
　のお子さまは託児可能です。※当日お子さまを
　預かってくれる提供会員の方も募集します。
【申し込み・問い合わせ】真岡市ファミリー・サポート・センター
　（児童家庭課内）☎ 83-8131 FAX82-2340
　（開設時間）月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分

「家族みんな「家族みんなで笑顔で笑顔の食の食卓」卓」
　
　健康フェスティバルの会場内に展示する食事風景
の写真を募集します。友人・家族・60年前の思い
出の写真などを送ってください。※参加賞あり！
【応募方法】氏名・住所・電話番号・コメントを添付
　の上、下記まで持参・郵送またはＥメールで応募
【申し込み・問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町
　5191番地　健康増進課母子健康係・成人健康係
　☎ 83-8121・8122　FAX 83-8619
　Ｅメール kenkou@city.moka.lg.jp

写 真 大 募 集 ！写 真 大 募 集 ！

健康フェスティバル参加者募集健康フェスティバル参加者募集
【とき】10月 26日（日）午前 9時 45分～正午
【ところ】総合福祉保健センター【対象】市内在住の方
事前申し込みコーナー 事前申し込みコーナー ※ 9/29（月）8:30 受付開始※ 9/29（月）8:30 受付開始
◆赤ちゃんはいはいレース　※参加賞あり！
　午前10時～10時30分
　【対象】当日はいはいをしている子　先着 24人
　　（H25.11 月・12月、H26.1 月生まれ）
◆子どものフッ素塗布＆歯科相談
　①午前 10時～ 10時 10分受付　先着 60人
　②午前 11時～ 11時 10分受付　先着 40人
　【対象】・年少児（H22.4.2 ～ H23.4.1 生まれ）
　　　　・年長児（H20.4.2 ～ H21.4.1 生まれ）
◆ゆがみーる（姿勢のゆがみ測定）
　①午前 10時から　先着 17人
　②午前10時30分から　先着17人
　③午前 11時から　先着 16人
◆リラクゼーションコーナー（ハンドマッサージ）
　午前11時から　先着10組（2人1組で申し込み）
◆こどもの救急法講習会コーナー　
　午前 10時 40分から　先着 10人

10 月に 70 歳を迎える方へ10 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

　10 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 10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。10 月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 6枚（10 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

下水道いろいろコンクール作品展下水道いろいろコンクール作品展
　小・中学生の作品（ポスター・書道・標語など）を展示します。
【とき】10月 4日（土）～ 14日（火）
　午前8時30分～午後9時　※最終日は午後3時30分まで
【ところ】二宮コミュニティセンター ホール
【問い合わせ】下水道課 ☎ 83-8160 FAX 83-8142

市制施行 60 周年記念事業市制施行 60 周年記念事業
第 19 回 第 19 回 真岡市音楽祭真岡市音楽祭

　合唱・吹奏楽・太鼓など、子どもから大人まで真
岡市内の音楽団体が日頃の練習の成果を発表します。
ぜひご覧ください。
【とき】11月 9日（日）
　午前 9時 30分開演　9時開場  
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】無料（整理券は必要ありません）

フリーマーケット参加者募集フリーマーケット参加者募集
【とき】11月 23日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ】市民会館南側広場　【参加料】無料
【対象】市内在住の方または市内の団体（業者の方は
　不可）　40店　※申込多数の場合は抽選となります
【出品物】リサイクル品・不用品に限る
【申し込み】往復はがきに代表者の住所、氏名、年齢、
　職業、電話番号、参加人数、出品物の概要を必ず記入
　の上、下記宛に送付ください。抽選結果は返信はがき
　でお知らせします。※応募枚数は、1団体1枚まで
【申込期限】10月 24日（金）必着
【その他】11月13日（木）午後 6 時 30 分から市公
　民館で参加者説明会を実施予定
【問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　環境課ごみ減量係　☎83-8692 FAX 83-5896

真岡市音楽祭ボランティア募集真岡市音楽祭ボランティア募集
　スタッフとしてお手伝いをしていただけるボラン
ティアを募集します。音楽が好きな方、市民会館の
運営に興味のある方は参加してみませんか。
【とき】11月 9日（日）午前8時～午後6時予定
【ところ】市民会館【内容】舞台転換、誘導、観客整理、受付など
【申し込み】10月17日（金）までに申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市音楽祭実行委員会（市文化課・市民会館）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

ズバリやせる運動と食事改善のポイントズバリやせる運動と食事改善のポイント
生活生活改善チャレンジ講座改善チャレンジ講座
　運動と食事の改善のポイントがわかる初心者向け
の講座です。生活改善したい方、取り組んでいても
思うように効果がでない方にオススメです。
【とき】10月 20日 ( 月 ) 午前 9時 30分～ 11時
　（午前９時10分から受付）【ところ】スポーツ交流館
【対象】以下の両方に該当する方　先着 30人
　① 40～ 64歳までの市民の方
　②体重・脂肪・血糖・コレステロールが気になる方
【内容】運動と食事の講話、運動の実践
【講師】フィットネスインストラクター、管理栄養士、保健師
【持ち物等】動きやすい服装、室内用運動靴、飲み物
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX 83-8619

初心者初心者のためののためのトレッキング教室トレッキング教室
【とき】10月25日～11月15日（毎週土曜日、全4回）
　第 1・2回：午前 8時 30分～午後 2時
　※第 3・4回は教室の中でお知らせします。　
【ところ】第 1・2回：根本山自然観察センター
　第3回：大政山（真岡市）　第4回：雨巻山（益子町）
【対象】市内在住または勤務の方　先着20人
【参加料】1,027 円（テキスト代）
【持ち物等】運動のできる服装、靴、帽子、
　お弁当、筆記用具
【申し込み】現在受付中（平日午前 8時 30 分～午
　後 5 時 15 分）定員になり次第締め切り。参加
　者本人が直接窓口で申し込みください。
　※電話・FAX・Eメールでの受付はありません。

【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（学年）を明記

秋秋ののこども体操教室こども体操教室
　前回りや後ろ回りなどの体操の基礎をしっかり学
びます。トランポリンを使った楽しい運動もあります。
【とき】11月8日～12月13日（毎週土曜日、全5回）
　午後 2時～ 4時　※ 12月 6日を除く
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内小学生 先着 40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】10月 8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。

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室

木の実木の実ののクラフトクラフト  ～飾れる標本～飾れる標本を作ろう～を作ろう～
　どんぐりをはじめ、秋にできるいろいろな木の実
を観察し、集めた木の実ですてきな標本を作ります。
【とき】10 月 18 日（土）　午前 9時 30 分～正午
　※小雨決行　【参加料】無料
【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30人
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物、
　筆記用具、定規、はさみ、色鉛筆、木工用ボンド、
　ビニール袋、おしぼり
【申し込み】10月4日（土）午前8時30分から電話受付
【お知らせ】10月18日（土）、25日（土）、11月1日（土）
　の午前中は、野鳥クラフトをお休みします。
【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）
　※月曜日が祝日の場合は開館します。

マイ・バッグ･キャンペーンを実施中マイ・バッグ･キャンペーンを実施中

【問い合わせ】
　環境課ごみ減量係
   ☎ 83-8692

　「3Ｒ」ご存じですか？　
Re

リ デ ュ ー ス

duce　ごみを減らそう！
Re

リ ユ ー ス

use　繰り返し使おう！
Re
リ サ イ ク ル

cycle　再資源化しよう！

　レジ袋をやめてマイ・バッグを活用し、環境にやさ
しい買い物をしましょう。

10月は3R（ごみ減量･再使用･再資源化）推進月間です10月は3R（ごみ減量･再使用･再資源化）推進月間です市制施行 60 周年記念事業市制施行 60 周年記念事業
60周年記念ヘッドマークSL事業60周年記念ヘッドマークSL事業
キューロク・バルーンアート・フェスタキューロク・バルーンアート・フェスタ
　市制施行60周年記念ヘッドマークを装着したSL
を運行します。また、SLの運行に合わせて、キューロク・
バルーンアート・フェスタを開催します。
■記念ヘッドマークSL運行出発式
【とき】10月11日（土）　午前10時45分から
【ところ】真岡駅下りホーム
■記念イベント「キューロク・バルーンアート・フェスタ」
【とき】10月11日（土）　午前10時～午後3時
【ところ】SLキューロク館、情報センター4階SLコーナー
【内容】
　・SLキューロク館内バルーンアートデコレーション
　・バルーンアートショー（風船盗賊クリオーネ）
　・60周年記念ロゴマーク風船無料配布（先着150人）
　※その他模擬店やミニＳＬの運行もあります。
【問い合わせ】企画課企画調整係　☎ 83-8102


