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市制施行 60 周年記念事業市制施行 60周年記念事業

「第九演奏会」前売券発売中「第九演奏会」前売券発売中
【とき】12月 13日（土）
　午後 1時 30分開場　午後 2時開演
【ところ】市民会館 大ホール
【前売り券】全席自由1,000円
　※未就学児入場不可
【プレイガイド】
　市民会館窓口（火～土曜 午前8時30分～午後5時）
【公演内容】ベートーヴェン：交響曲第 9番二短調
　作品 125「合唱付」、ブラームス：大学祝典序曲
　■指揮：佐藤和男
　■独唱：ソプラノ 上田純子、アルト 栁田明美、
　　　　　テノール 川久保博史、バリトン 寺田功治
　■演奏：真岡市民交響楽団
　■合唱：真岡市第九合唱団
【問い合わせ】市民会館（文化課） ☎ 83-7731

≪12月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

5日
(金 )

  9:30 ～ 11:30 JAはが野 本店
13:00 ～ 15:00 真岡病院
15:40 ～ 16:30 東京電力真岡営業センター

18日
(木 )   9:30 ～ 16:00

真岡ライオンズクラブ
（ザ・ビッグエクストラ真岡店）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122　FAX 83-8619

《真岡市接骨師会》12 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

  7日（日）片岡整骨院 84-5252 14日（日）松下整骨院 82-1198

21日（日）海老沢整骨院 84-5489 23日（火）吉村整骨院 82-8727

28日（日）広沢整骨院 84-1231

　 12 月 12 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】3日（水）20日（土）午前10 時～11時 30 分
【ところ】3日：青年女性会館1階研修室女性室
　20日：青年女性会館 1階青年室
【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

12 月の図書館だより12月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

※12月の休館日　1・8・15・22・29 ～31日
≪英語おはなし会≫
　2・9・16・23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≫
　13日（土）午後 2時～「チップとデール　リス
　の山小屋合戦」（56分）
　16 日（火）午後 2時～「“ふがいない自分”と
　生きる」  （60 分）
≪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～
≪スタッフの読み聞かせ≫ 26日（金）午後3時～
☆サンタが図書館にやってくる！ 23日（火・祝）
　・撮影会…午前 10時～正午、午後 1時～ 4時
　・サンタさんの読み聞かせ…午後2時～2時30分
【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
※12月の休館日　1・8・15・22・27～31日
≪のびのびひろば≫ 4日（木）午前10 時～
　【内容】絵本の読み聞かせ、紙芝居、パタパタつる
　　の折り紙
≪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 (サン
　　タさんを作ろう！ )
≪三つ子の魂育成事業≫24日（水）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≫ 26 日（金）午後 2時～
≪映写会≫ 26日（金）午後2時 30 分～「日本の
　昔ばなし　夢を買った男」（30 分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

離乳食教室 離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方

【とき】12月 18日（木）
　午前 10時～ 11時 15分
　（開始10分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 26 年 5～ 6月生まれで、離乳食が始
　まっているお子さんと保護者　先着 20組　
【内容】講話「離乳食の進め方」（試食あり）、「赤ちゃ
　んの予防接種と健康」
【持ち物】母子手帳、こどもの健康Book、筆記用具
【申し込み・問い合わせ】12/5（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121  FAX83-8619

市民市民
講座講座 花のある暮らし講座花のある暮らし講座
　プリザーブドフラワーを使った、クリスマスリー
ス作り教室とお正月のしめ飾り作り教室を開きます。お正月のしめ飾り作り教室を開きます。
①クリスマスリース作り教室　①クリスマスリース作り教室　先着 20 人先着 20 人
　【とき】12月6日（土）午後1時30分～3時30分午後1時30分～3時30分
②しめ飾り作り教室　②しめ飾り作り教室　先着 20 人先着 20 人
　【とき】12月20日（土）午後1時30分～3時30分午後1時30分～3時30分
≪共通事項≫≪共通事項≫
　　【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）
　【対象】市内在住または勤務の成人の方　【対象】市内在住または勤務の成人の方
　【受講料】2,000 円（材料代）　【受講料】2,000 円（材料代）
　【持ち物】園芸はさみ、新聞紙　【持ち物】園芸はさみ、新聞紙
　【申し込み】11月 28日 (金 )午前8時 30分から　【申し込み】11月 28日 (金 )午前8時 30分から
　　電話受付　　電話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704  FAX 83-6147  （日・月曜・祝日休）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室

落ち葉落ち葉ののプールプールをを作って遊ぼう作って遊ぼう
　熊手で雑木林の落ち葉をかき集め、大きな山を
作ってプールにします。ふかふかの落ち葉の中へ飛
び込んで楽しく遊びます。
【とき】12月 14日（日）
　午前 10時～正午　※雨天中止10時～正午　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター【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。【対象】どなたでも参加できます。
　先着 30人（小学 4 年生以下は保護者同伴）
【参加料】無料【参加料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、防寒具（手袋、お持【持ち物等】動きやすい服装、防寒具（手袋、お持
　ちの方は毛糸の帽子）　ちの方は毛糸の帽子）
【申し込み】11月30日（日）午前8時30分から【申し込み】11月30日（日）午前8時30分から電話受付話受付
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター　
　☎83-6280  FAX 83-4624  （月曜・祝日の翌日休み）

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター

料料理理講習会参加者募集講習会参加者募集
　旬の野菜を使って献立づくりを行います。自然の
恵みで体を元気にしましょう。
【とき】12月 11日（木）午前 9時～午後 1時
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】60歳以上の市民の方　先着 25人
【参加料】500円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭き
【申し込み・問い合わせ】真岡市シルバー人材センター
　☎84-1110　FAX84-1109（月～金8:30～17:00）

科学教育センター12月科学教育センター12月のの案内案内
★科学の広場「アロマキャンドルをつくろう」★
　癒し効果抜群のアロマキャンドルを作ります。
【とき】6日（土）午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小・中学生　先着 24組 ( 小学 4年生以下
　は保護者同伴 )
【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】12月 1日 ( 月 ) ～ 3日 ( 水 )
★プラネタリウム一般公開★
【とき】6日 (土 ) 午前 11時から (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、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）

【申し込み・問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611 

　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・ところ・内容・料金等】
久保記念観光文化交流館内観光まちづくりセンター
◆竹はり画体験教室（竹真会）
　竹を板状にしたものを材料にした、陰影のある平
面作品を作ります。
　〈とき〉毎月第２・4木曜日の午前中〈料金〉1,500円
◆切り絵（スマ切り絵クラブ）
　子どもから大人まで楽しめる切り絵を行います。
　〈とき〉毎月第 2日曜日　午後 1時から
　〈料金〉500円から
◆民話（美寿々民話「もおか」）　
　昔話を聞いて、みんなで童謡を歌いましょう。
　〈とき〉12月 13日 ( 土 ) 午前 10時から
　〈料金〉無料

　　　　　　　　　　　　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
　　 12月　　 12月ののモオカの休日モオカの休日

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 82-2012（FAX兼）

12 月 5 日（金）チケット一般発売12 月 5 日（金）チケット一般発売
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
しまじろうコンサートしまじろうコンサート

ぼうぼうけん！はっけん！たからじまけん！はっけん！たからじま
【とき】平成 27年 2月 14日（土）
　<午前公演>
　　午前 10時 30分開演　10時開場
　<午後公演>
　　午後 1時 30分開演　1時開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 1,960 円　※ 3歳以上有料
　※3歳未満で膝上鑑賞の幼児は無料 (保護者 1人
　　につき子ども 1人まで )
　芸術鑑賞会会員 200 円引（会館販売分に限る）
【チケット発売日】
　一般販売 12月 5日 ( 金 ) 午前 9時から
　(初日は一人 4枚まで )　
　※電話予約は午後1時から (一般発売開始後とな
　　るため、電話予約開始前に売り切れる場合あり )
【プレイガイド】
　■市民会館（文化課）窓口(日・月曜・祝日を除く
　　午前8時30分～午後5時15分 )  ☎ 83-7731
　■㈲えびはら ☎ 74-0075
【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）

2014 サンタの贈り物2014 サンタの贈り物

配達ボラ配達ボランティア募集ンティア募集
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きません
か。「サンタの贈り物」とは、小学 1年生以下のお
子さんがいるお宅に、サンタク
ロースとしてプレゼントをお届
けする事業です。
【実施日】 12 月 24日（水）
　詳細は下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】
　「サンタの贈り物」実行委員会事務局
　生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

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】12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）

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。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】12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
【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

みんなのひろば
●スポーツダンス10種目・毎月1回の無料講習会
　12月はジルバを体験します。【とき】12/6(土 )9:30～
10:30【ところ】スポーツ交流館多目的室【対象】市内在住
または通勤・通学の方【持ち物】ダンスシューズまたは体育
館シューズ【問い合わせ】DSみゆき☎83-2453(渡邊 )
●危険ドラッグにご注意を！
　最近、危険ドラッグの乱用に関する事件や事故が多発して
おり、極めて憂慮すべき状況にあります。危険ドラッグは「合
法」などと称して販売されていますが、麻薬や覚せい剤と似
た化学物質が含まれており、健康被害や異常行動を引き起こ
すことがあります。大変危険なものなので、絶対に使用しな
いでください。【薬物相談窓口】栃木県県東健康福祉センター
☎83-7220　栃木県保健福祉部薬務課☎028-623-3779


