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市民市民
講座講座

年越しそばを打ってみませんか年越しそばを打ってみませんか

そば打ち教室そば打ち教室
【とき】11月 20日、12月 4日、18日
　各木曜日　午前 9時 30分～午後 0時 30分ごろ午前 9時 30分～午後 0時 30分ごろ
【ところ】市公民館二宮分館 調理室  【ところ】市公民館二宮分館 調理室  
【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
【内容】そば打ち (打ったそばは持ち帰ります )【内容】そば打ち (打ったそばは持ち帰ります )
【受講料】1回 700 円 ( 材料代 )【受講料】1回 700 円 ( 材料代 )
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル【持ち物】エプロン、三角巾、タオル
【申し込み】11 月 4 日（火）から【申し込み】11 月 4 日（火）から電話または窓口話または窓口
　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

11/9 市場11/9 市場感謝デー感謝デー開催開催
【とき】11月9日（日）午前8時～午後1時　※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場（八條 475 番地）
■イベント内容■イベント内容
①地場野菜、果物、水産物の即売
②軽食販売 (市場特製あぶり丼、焼きそば、焼き　
　イカ、うどん、そば、おやき、つきたて餅 など )
③アトラクション
　・さんまのつかみ取り…午前 8時 30分から
　・みかんのつかみ取り…午前 9 時 30 分から
　・模擬せり、ちびっ子模擬せり (小学生以下 )
　　…1回目：午前9時から、2回目：午前10時から
　・ミュージカル、子どもダンス…午前10時30分から
　・ハワイアンダンス…午前 11時 30分から
　その他にも、お楽しみ福引や甘酒無料サービス、
手打ちそば実演販売、生バンド演奏など、楽しいア
トラクションが盛りだくさんです！
■フリーマーケット出店者募集中■フリーマーケット出店者募集中
【参加料】1区画 (約1坪 ) ： 500 円
【申し込み】10月 31日（金）まで電話受付
【申し込み・問い合わせ】
   公設芳賀地方卸売市場協力会 ☎82-8585  FAX 84-0225

《真岡市接骨師会》11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

  2日（日）春原整骨院 80-0072 3日（月）岩崎整骨院 74-2903

9日（日）植木整骨院 080-4470-1288 16日（日）なかた整骨院 81-3152

23日（日） 磯整骨院 81-5331 24日（月）片岡整骨院 84-5252

30日（日）みやざき整骨院 81-7533

　 11月 11月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】5日（水）午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館  2 階会議室
【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

11 月の図書館だより11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≫
　4・11・18・25日（火）午前10 時～
　【内容】ジル・シルバン先生の英語での
　　絵本の読み聞かせ
≪映写会≫※入場無料
　8日（土）午後 2時～「めいたんていラスカル～
　きえたおはなのなぞ」（30分）
　18日（火）午後2時～「人生、ここにあり」  （111分）
≪館長の読み聞かせ≫ 8日（土）午後１時30分～
≪おはなしの森≫ 15 日（土）午後 2時～
≪スタッフの読み聞かせ≫ 28日（金）午後3時～
☆人形劇「3匹のこぶた」☆ 29日（土）午後3時～
　【主催】おはなしキャラバンたんぽぽ
【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
≪スタッフの読み聞かせ≫ 6日（木）午後2時～
≪キャンドルの会≫ 8日（土）午前10 時～
　【内容】絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作（はし
　るぞレーシングカー）
≪三つ子の魂育成事業≫ 25日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ会
≪館長の読み聞かせ≫ 22 日（土）午後 2時～
≪映写会≫※入場無料
　22日（土）午後2時30分～「チップとデール」（34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
≪ 11月の休館日≫ 10 日（月）、17 日（月）
※ 3日（月）は二宮図書館のみ午後 2時から開館　
　（設備点検のため）

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】11月 13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
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-6335

科学教育センター11月科学教育センター11月のの案内案内
★プラネタリウム一般公開★
【とき】1日、8日、15日、22日、29日
　各土曜日　※ 1日は午前のみ　
　①午前11時～　②午後1時30分～　※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、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 

おやこ料理教室おやこ料理教室
　彩りちらし、豚しゃぶのヨーグルトみそソース、
ジャガイモのスープ、デザートを作ります。
【とき】11月22日（土）午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館二宮分館 調理室
【対象】市内在住の幼児・小学生とその親または
　祖父母　先着12組　※託児はありません。
【参加料】大人 350円、子ども 250円
　（材料代）※ 2歳未満は無料
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん、子ども用室内履き
【申し込み】11月 4日（火）から電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会

親または
ん。

第5回第5回  にのみや地区公民館まつりにのみや地区公民館まつり
【とき】11月 9日（日）午前9時から　※雨天決行
【ところ】二宮コミュニティセンター
【駐車場】生涯学習館（旧二宮文化会館）
【内容】芸能発表や地域公民館対抗玉入れ大会、二宮
　地区の園児・児童・生徒・定例使用団体等による
　作品展示、模擬店、カレーライスの無料配布など
【主催】にのみや地区公民館まつり実行委員会
【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎ 74-0107　FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

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

ダ ン ス 教 室ダ ン ス 教 室
みんなでリズムにのって楽しく踊りましょう！

【とき】11月 9日（日）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】山前農村環境改善センター 多目的ホール
【対象】小学1年生から高齢者の方まで　先着20人
【参加料】1人200円(当日会場でお支払いください)
【申込期限】11月 6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。

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。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】11月 12日（水）
　午前 9時 30分～ 11時
【ところ】市公民館二宮分館  202 会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方

高齢者の低栄養予防高齢者の低栄養予防

いきいき元気料理教室いきいき元気料理教室
　野菜の肉巻き入りきのこたっぷりシチュー、和風
コールスロー、サツマイモのオレンジ煮を作ります。
【とき】11月25日（火）午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室　【参加料】600円（材料代）
【対象】 市内在住の65歳以上の方　先着24人
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん　
【申し込み】11月4日（火）から電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122　FAX83-8619 

【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

第4回 第 4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】11月 10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の
59歳以下の一般女性　先着 10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】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。

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
みんなで楽しむ みんなで楽しむ ウォークラリーウォークラリー
晩秋の山前地区をみんなで楽しく歩きましょう！

【とき】11月 24日（月）
午前 8時 30分集合　※荒天中止

【集合場所】総合運動公園陸上競技場
【コース】総合運動公園陸上競技場を
発着とした山前地区を歩くコース

【対象】小学1年生から高齢者の方まで　先着30人
【参加料】1人200円(当日会場でお支払いください)
【申込期限】11月 20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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
秋秋のの花花ととタネタネをを観察観察しようしよう
　里山をたっぷり歩いて、秋に咲く花や種の仕組み
を楽しく観察します。
【とき】11月 15日（土）
　午前 9時 30分～ 11時 30分　※小雨決行
【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。先着 25人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物、
　お持ちの方は長靴（小雨の場合は雨具も持参）
【申し込み】11月 1日（土）
　午前 8時 30分から電話受付
【お知らせ】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 FAX 83-4624（月曜・祝日の翌日休み）
　※月曜日が祝日の場合は開館します。

みんなのひろば
●調停相談会　※予約不要、当日会場にお越しください。
　【とき】11/7( 金 )9:00 ～ 15:00【ところ】総合福
祉保健センター、茂木町民センター【内容】離婚・扶
養・相続・家事に関する一切の相談、交通事故・金銭
の貸借 (サラ金その他 )、土地・建物の問題、その他
民事一切の相談　※秘密は厳守します。【相談員】民
事調停委員、家事調停委員【相談料】無料【問い合わ
せ】真岡調停協会☎ 82-2076
●働く人のメンタルヘルス相談のお知らせ
　職場におけるストレスおよびメンタルヘルスの不
調を抱える方等に対し、産業カウンセラーが無料
でカウンセリング ( 面接相談または電話相談 ) を行
います。【とき】① 11/14( 金 )13:30 ～ 16:30 ②
12/12( 金 )13:30 ～ 16:30【ところ】栃木県庁河内
庁舎宇都宮労政事務所 (宇都宮市竹林町 1030-2)【対
象】労働者および使用者、求職者、メンタルヘルス不
調等の理由により既に退職している方、メンタルヘル
スの不調を抱える方の親族・同僚・上司等【申し込み】
相談希望日の 3日前までに申し込みください。(受付
時間：平日 8:30 ～ 17:15）【申し込み・問い合わせ】
栃木県宇都宮労政事務所☎ 028-626-3053

固定電話から 固定電話から ☎ 0120-335-140☎ 0120-335-140
携帯電話から 携帯電話から ☎ 03-3839-5212☎ 03-3839-5212

【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
 　☎ 83-8123 FAX83-6205

 もおか健康相談 24 もおか健康相談 24
　市では、専門の業者に委託し、健康・医療
・介護・育児・メンタルヘルス・生活習慣病
などの相談に対して、経験豊富な医師、保健師、看
護師等が内容に応じて指導助言する「24時間年中無
休の電話健康相談」を開設しています。いつでも、
どこからでも、家族全員が無料で相談できます。プ
ライバシーは厳守されますので、安心してご利用く
ださい。（携帯電話・IP電話からも通話無料で利用可）


