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プロに学ぶ運動と食事プロに学ぶ運動と食事

生活改善チャレンジ講座生活改善チャレンジ講座
　新年は健康的な生活を始めるチャンス。短い時間
で運動と食事の改善のポイントが学べる初心者にオ
ススメの講座です。
【とき】1月 19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】体重・脂肪・血糖値・コレステロールの値が
　気になる40～ 64歳までの市民の方　先着30人
【内容】講話と実践「ズバリやせる
　運動と食事改善のポイント」
【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

認知症に関する講演会認知症に関する講演会
　認知症の方やその家族が、安心した暮らしを続け
るためには、周囲の理解や支えが必要です。認知症
になっても安心して暮らし続けることができるよ
う、理解を深めましょう。
【とき】1月 26日（月）午後 1時開場
　講演会：午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】真岡市青年女性会館
【講師】東北福祉大学教授、認知症介護研究・研修
仙台センター センター長 加藤伸司氏

【演題】「認知症を理解し、地域で支える」
【対象】市民の方　100人　【受講料】無料

【申し込み・問い合わせ】
　福祉課地域支援係  ☎ 83-8132  FAX 83-6335

●「絵本から飛び出した映写会」開催
【とき】1/17（土）9:30開場10:00開演【ところ】真岡
市民会館小ホール【入場料】無料【内容】手あそび、にじ
いろのさかな1・2など【主催】真岡市せせらぎ会
●美寿々民話「もおか」町おこし民話語り～あなたに
届けたい癒しと温もり～開催
【とき】1/31（土）10:00 ～【ところ】真岡市立図書
館 2階会議室【入場料】無料【演目】半日村、笠地蔵 
ほか【問い合わせ】☎ 84-4824（佐藤）

みんなのひろば

【問い合わせ】真岡市観光協会 ☎82-2012（火曜日休館）

　ボランティアガイド活動1周年を記念し、6コース
のオリジナルコースのガイドをいたします。各コース、
コンシェルジュ達が見つけた真岡の魅力が満載です。
きっと今までとは違う真岡をお楽しみいただけます。
【とき】1月 11 日（日）
　午前 10時～午後 3時　【参加料】無料
【内容】6コース（各コース久保記念観光文化交流館集合）
　・真岡城跡コース　  ・真岡伝承ふれあいコース
　・文化財巡りコース  ・SLの走るまち、もおかツアー
　・大前神社コース　  ・門前今昔コース
※事前予約、当日受付も可（但し、事前予約優先）
上記以外の日程・コースも、ガイド予約を実施しています。

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
1/11（日）ガイド 1/11（日）ガイド ツアー実施ツアー実施

市民市民
講座講座 キッズ英会話講座キッズ英会話講座
　英語での絵本の読み聞かせ、歌やゲーム、簡単な
日常会話を学びます。
【とき】2月8・15・22日、3月1・8日（各日曜日、
　全 5回）午前 10時～ 11時
【ところ】市公民館　第 5・6会議室【ところ】市公民館　第 5・6会議室
【対象】市内在住の平成 20年 4月2日～【対象】市内在住の平成 20年 4月2日～
　平成 22年 4月1日生まれの幼児とその　平成 22年 4月1日生まれの幼児とその
　保護者　定員20 組　【受講料】無料　保護者　定員20 組　【受講料】無料
【申し込み】1月 23日（金）まで電話受付【申し込み】1月 23日（金）まで電話受付
　（午前8時30分～午後5時15分）　（午前8時30分～午後5時15分）
　※定員を超えた場合は抽選となります。　※定員を超えた場合は抽選となります。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

 A B C

バスで行くスキー教室 バスで行くスキー教室 
【とき】2月 1日（日）
　午前 5時 15分 総合体育館前集合
【ところ】会津高原たかつえスキー場
　（福島県南会津町）
【対象】市内在住または勤務の方  先着 35人
　※小学生以下は保護者同伴
　（講習会は小学生以上、未就学児はそり遊び）　
【参加料】小学生以上 2,000 円、幼児 500円
　（保険代含む、リフト代別）
【申し込み】1 月 18 日（日）までに現金を添えて
　イリエスポーツへ直接申し込みください（電話不可）。
　1月 19日（月）以降のキャンセルは、キャンセル
料 50％がかかります。

【申し込み】イリエスポーツ ☎ 82-2786
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811

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

ディスクゴルフ教室ディスクゴルフ教室
　フリスビーのような用具を使って行う軽スポーツ
です。小さなお子さまから高齢者の方まで、どなた
でも楽しめます。皆さんでご参加ください。
【とき】1月 31日（土）午後 1時～ 3時
【ところ】総合運動公園陸上競技場
　（雨天時：山前分館多目的ホール）
【対象】5・6歳児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）
【申し込み】1月 29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

生活習慣病検診生活習慣病検診をを追加実施追加実施
　12月までの検診で受診機会を逃してしまった方、
下記の日程で生活習慣病検診を追加実施します。
　今年度最後の検診ですので、自身の健康状態を確
認するためにも、年に 1度の検診をお勧めします。
【とき】1月 26日（月）、27日（火）
【受付時間】午前 8時～ 10時
【ところ】総合福祉保健センター
【検診の内容】①特定健診 ②胃がん検診 ③肺がん検診 
④大腸がん検診 ⑤前立腺がん検診

【対象】※いずれも市内在住の方が対象
　① :40 歳以上の国民健康保険加入者の方
　②～④ :40 歳以上の方 ⑤ :50 歳以上の男性
【定員】両日とも 先着 250 人
【申込期限】1月 13日（火）
　※ただし、定員になり次第締め切ります。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX 83-8619

第3回第3回クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　市民会館リニューアルオープンを契機に、今後開
催される各種演奏会・自主事業等での、クラシック
音楽の聴きどころや作曲家および作品の紹介を著名
な講師陣がやさしくわかりやすく案内します。音楽・
文化に親しみましょう。
【とき】1月16日（金）午後 6 時 30 分～ 8 時 30 分
【ところ】青年女性会館 2階ホール　【参加料】無料
【定員】約 100人（先着順）
　※下記窓口で整理券を配布しています。
【講師】元栃木県立真岡高等学校教諭　岩原 篤男 氏
【演題】「ニューイヤーコンサートとウィーン」
【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係  ☎ 83-7731  FAX 83-4070

第 40回第 40 回
市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』
【とき】2月 10日（火）
　午前 8時 30分 出発（市民会館前）
　午後 5時頃 帰着予定
【行き先】①笠間日動美術館 企画展「日本の美・富士
と花」②茨城県陶芸美術館（笠間芸術の森公園内） 
企画展「やきものって何ダ？」③茨城県近代美術
館（水戸市）企画展「作家とアトリエ展」

【対象】市内在住の方  80人（申込多数の場合は抽選）
【持ち物】お弁当（昼食場所は笠間芸術の森公園内
を予定しています）

【参加料】一般 1,850 円、65 歳以上 1,650 円、70
歳以上 600 円、障害者手帳をお持ちの方 500 円
（入館料、当日徴収）

【申込方法】
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
参加者全員の住所・氏名・年齢（2月 10日現在）・
電話番号を記入（障害者手帳をお持ちの方は「障
害者手帳あり」と記入）、返信用はがきに代表者
の郵便番号・住所・氏名を記入し、下記申込先へ
郵送してください。記入の際、消せるボールペン
は使用しないでください。

　1月 20 日（火）消印有効
【その他】集合時の駐車場・受付時間・場所等詳細は、
1月下旬頃、抽選結果のはがきにてご案内します。

【申込先・問い合わせ】真岡市文化課文化振興係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731　FAX83-4070

参加者募集！
第23 回  第23 回  にのみやにのみや『たこあげ大会』『たこあげ大会』
～自分で作ったたこを大空高く飛ばしてみませんか！～～自分で作ったたこを大空高く飛ばしてみませんか！～
【とき】1月 18日（日）午前 10時～
　※雨天時 1月 25日（日）に延期
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園（砂ヶ原橋南左岸側）
【内容】①手作りのたこあげ大会（子ども部門、一般部門）
②赤城凧の会による大だこあげ（大人限定 当日受付）
③幼児、小学生にたこをプレゼント ※先着100人
（競技に不参加でも可）

【対象】子ども部門（幼児～中学生）、一般部門（高校生以上）
【参加資格】当日 9時 30分までに会場へ手作りだこを持
参していただければどなたでも無料で参加できます。

【申し込み】1月 10日（土）まで電話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
  ☎ 74-0107  FAX 74-0187（日・月曜・祝日休）

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
提供会員養成研修提供会員養成研修のの開催開催
　真岡市ファミリー・サポート・センターは、「子育
ての手助けをしてほしい方（依頼会員）」と「子育て
のお手伝いをしたい方（提供会員）」が会員となり、
お互いを助けたり、助けられたりして、育児の相互
援助を行う組織です。
　「子育てのお手伝いをしたい方（提供会員）」は、
原則としてセンターが実施する研修（5日間・合計
10 時間の講義と実習）を受講した後に活動してい
ただきます。下記の日程で研修会を行いますので、
ぜひこの機会にご参加ください。
【とき】2 月 4日（水）午後1時 30 分～2時 50 分
　　　　    　6日（金）午前 9時～正午
　　　　　  10日（火）午後1時 30 分～3時 20 分
　　　　　  12日（木）午後1時 30 分～3時 20 分
　　　　　  13日（金）午後1時 30 分～3時 40 分
【ところ】市公民館　※13日のみ青年女性会館
【申し込み】1月21日（水）まで電話受付
【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

　久保記念観光文化交流館などを訪ねます。
【放送局】とちぎテレビ【番組名】とちぎ発！旅好き！
【放送日】1月 15日（木）午後 7時 30分～ 8時 

1/15（木）とちぎテレビ「とちぎ発！1/15（木）とちぎテレビ「とちぎ発！
旅好き！」旅好き！」でで真岡市特集放送真岡市特集放送

　12組の歌手のほか真岡女子高等学校ダンス部が
出演し、真岡市民会館で公開収録を開催しました。
【放送局】NHK　BSプレミアム　
【放送日】1月11日（日）午後7時30分～8時59分 

　ほっとステーション駅前館では、毎月健康講座を
開催しています。今月は「足つぼ講座」です。
【とき】1月 22日（木）午後 2時～ 3時
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅
　前館」（真岡駅東口）
【定員】15人 ※ご希望の方は下記へ申し込みください。
【申し込み】ほっとステーション駅前館
 080-9990-3998（受付 9:00 ～ 17:00）
【問い合わせ】
 健康増進課成人健康係  ☎ 83-8122  FAX 83-8619

「まちなか保健室 ほっとステーション「まちなか保健室 ほっとステーション
駅前館」駅前館」でで健康講座健康講座をを開催開催しますします

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
根本山でバードウォッチング根本山でバードウォッチング
　雑木林やふもとの水田を歩き、冬の野鳥を観察します。
【とき】1月 24日（土）午前 9時～ 11時9時～ 11時
　　※雨天中止※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】親子、一般の方　先着 20人（小学 4 年生以【対象】親子、一般の方　先着 20人（小学 4 年生以
下は保護者同伴 ※双眼鏡を使える方が望ましい）下は保護者同伴 ※双眼鏡を使える方が望ましい）

【参加料】無料【参加料】無料
【持ち物等】暖かく動きやすい服装、双眼鏡【持ち物等】暖かく動きやすい服装、双眼鏡
【申し込み】1月 10日（土）から【申し込み】1月 10日（土）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時）　（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  FAX 83-4624  （月曜・祝日の翌日休み）

1/11（日）NHK「BS日本のうた」放送1/11（日）NHK「BS日本のうた」放送


