
市民市民
講座講座
      プロ直伝      プロ直伝
  みそづくり講座  みそづくり講座

【とき】1月31日（土）　午前9時30分～正午
【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　先着 50人【対象】市内在住または勤務の成人の方　先着 50人
【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）
【申し込み】現在受付中【申し込み】現在受付中
 【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）

第第331回1回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】1月25日（日）午前8時～11時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475番地）
【内容】
　・1,000 円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
（数量限定）

　・市場特製焼きソバ、北海道産特大ジャガバター
　・豆腐、ガンモなど手作り品販売
＜今月の目玉商品＞
　・鍋の材料、節分用品を取り揃えています
　・旬の柑橘類、りんごの販売
　・シジミ汁の無料配布
　安心・安全な商品をご提供いたしますので、大勢
の皆様のご来場をお待ちしております。
 【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585  FAX 84-0225

広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

市民市民
講座講座 布ぞうり作り講座布ぞうり作り講座
　タオルや古布を利用して室内履きの布ぞうりを作
ります。
【とき】1月 29 日、2 月 5 日（各木曜日・全 2回
で 1コース）午後 1時 30分～ 3時 30分

【ところ】市公民館真岡西分館
【持ち物】編み紐（タオル、古布）、鼻緒紐、はさみ、
目打ち、針、糸

【受講料受講料】100円程度（材料代）
【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人
【申し込み】1月 23日（金）午前 8時 30分から受付
 【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781  FAX 84-6936（月・日曜・祝日休）

市民市民
講座講座 手打ちうどん講座手打ちうどん講座

【とき】1月 31日、2月 7日（各土曜日）
　午前 9時から　※ 1回のみの参加もできます。
【ところ】市公民館真岡西分館
【持ち物】エプロン、持ち帰る入れ物（パック）
【受講料受講料】1回 500 円（材料代）（材料代）
【対象】市内在住また勤務の方　先着 20人
【申し込み】1月 23日（金）午前 8時 30分から受付
 【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781  FAX 84-6936（月・日曜・祝日休）

【とき】2月 15日（日）
　①午前 10時～　②午後 2時～
【ところ】真岡市民会館 大ホール
　（真岡市荒町 1201）
【入場料】500円（3歳以下は無料、
ただし抽選対象外）

【前売券販売】1月 27日（火）
　午前 8時 30分～販売開始
・市公民館（生涯学習課）日曜・祝日を除く
・真岡西分館（真岡西中学校西側）日・月曜・祝日を除く
・山前分館（山前改善センター）日・月曜・祝日を除く
・大内分館（大内改善センター）日・月曜・祝日を除く
・中村分館（中村改善センター）日・月曜・祝日を除く
・二宮分館（二宮コミュニティセンター内）日・月曜・祝日を除く
【当日券】真岡市民会館で販売
　※芸術鑑賞会員の割引対象外です
【主催】真岡市子ども会育成会連絡協議会
【申し込み・問い合わせ】8:30 ～17:00（日曜・祝日休）
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX 83-4070

映画映画
親子ふれあい映画会

「STAND BY MEドラえもん」

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

2月2月のの女性がん検診女性がん検診（集団検診）（集団検診）
　都合のよい日・会場を選んで受診しましょう。日程
変更・新規申し込み、予約日に検診を受けられなかっ
た方はご相談ください。集団・施設検診を併せ、同じ
内容の検診は年度内に１回のみです。
【受付】午後 1時～ 1時 45分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
5 日（木） 二宮コミュニティセンター
26日（木） 総合福祉保健センター

【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診
（頸がん検査） 40歳以上全員

400円

②乳がん検診
（超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 400 円

骨密度検診 同日に①・②を
受診する方 100円

【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

すこやか赤ちゃん教室
【とき】2月 12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 11月生まれの乳児と
　その保護者　各回　先着 15組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「予防
　接種の進め方」ほか
【持ち物】母子手帳、筆記用具、バスタオル 1枚、　
　こどもの健康Book
【申し込み】1月30日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

≪1月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

28日
(水 )

  9:00 ～ 10:30 仙波糖化工業第三工場
11:10 ～ 12:00 仙波糖化工業第二工場
13:30 ～ 15:00 仙波糖化工業本社
15:40 ～ 16:30 栃木銀行真岡支店

【問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX 83-8619

春の七草摘みと七草粥作り春の七草摘みと七草粥作り
　春の七草や食べられる野草を摘んで食べましょう。
【とき】2月 7日（土）　午前 9時～午後 1時　
【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）
および周辺の水田など

【対象】先着 30人（親子参加歓迎）
【参加料】一人 300円（当日徴収）
【持ち物等】軍手、ビニール袋、エプロン、除草用
の鎌またはスコップ、長靴（ぬかるみを歩くため）

【申し込み】1月 27日（火）～2月 4日（水）まで
に電話または窓口で申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】
真岡の自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
☎ 84-6781  FAX 84-6936

楽しく上手になろう楽しく上手になろう親子サッカー教室親子サッカー教室
　栃木ＳＣ所属のプロコーチからサッカーの基礎を
親子一緒に学びます。
【とき】2月 7日（土）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】スポーツ交流館
【対象】市内小学生とその保護者 先着 20組
【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、タオル、飲み物、体
　育館シューズ、ボール（お持ちの方）
【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（学年）を明記

里山の生き物調査里山の生き物調査
女王バチを探せ !女王バチを探せ !

　夏、樹液に来ていたスズメバチ。スズメバチは、
女王バチだけが冬を越します。根本山ではどこで越
冬しているのか。女王バチを探す調査をします。寒
さに耐え、調査を手伝ってくれる方を募集します。
【とき】2月7日（土）午前9時～正午    ※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】どなたでも参加できます。先着 30人【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（ただし、小学生 4年生以下は保護者同伴）　（ただし、小学生 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】汚れても大丈夫な防寒具、厚手の手袋、【持ち物等】汚れても大丈夫な防寒具、厚手の手袋、
運動靴運動靴

【申し込み】1月25日（日）午前8時30分から受付【申し込み】1月25日（日）午前8時30分から受付
◆ ◆ お知らせお知らせ ◆ ◆

　2月 7日（土）の野鳥クラフトの受付は午後1時　2月 7日（土）の野鳥クラフトの受付は午後1時
からになります。（※午前中はレクチャールームでからになります。（※午前中はレクチャールームで
講義を行うため）講義を行うため）
【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）

図書館図書館
イベントイベントオニのおめんをつくろう＆豆まきオニのおめんをつくろう＆豆まき
【とき・ところ】2月 1日（日）
　☆おめん作り：午後 1時 30分～
　　真岡市立図書館２階会議室
　☆豆まき：午後 2時～
　　玄関前（雨天時：2階会議室）
【申し込み】
　☆おめん作り：窓口または電話で申し込み。
　　定員になり次第締め切り。
　☆豆まき：申し込み不要
　※小学 2年生以下保護者同伴
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

●1/5（月）宇都宮公証人合同役場が移転しました
【名称】宇都宮公証センター（移転前：宇都宮公証人合同
役場）【所在地】〒320-0811宇都宮市大通り4丁目1
番18号 宇都宮大同生命ビル7階【問い合わせ】宇都宮
公証センター ☎ 028-624-1100・028-622-9876 FAX 
028-624-7600 ※電話・FAXに変更はありません
●県民満足度調査にご協力ください
県では、栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン」に掲げ
る各取組に対する県民の皆様の満足度や率直なご意見・
ご要望をお伺いし、今後の県政運営の参考とさせていた
だくため、県民満足度調査を実施しています。【調査対
象者】県内在住者または通勤通学者【調査方法】インター
ネットまたは郵送【調査期間】1/14（水）～2/13日（金）
【問い合わせ】県総合政策課 ☎ 028-623-2206

みんなのひろば

【とき】2月 7日（土）
　①午後 2時から ②午後 6時 30分から
【ところ】市民会館 大ホール　【上映時間】103分
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500 円　※芸術鑑賞会会員 無料
　※全席自由。チケットは当日でも購入できます。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

映画映画 グレース・オブ・モナコ
～公妃の切り札～

みんなで楽しむみんなで楽しむ
第4回第4回  ショートテニス教室 ショートテニス教室 

【とき】2月 21日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】第 1回～第 3回の教室に
　参加された方　先着 30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】1月 28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。

参加費無料！ 一般農業者向け

農業機械安全講習会開催農業機械安全講習会開催

【問い合わせ】農政課園芸畜産係
　☎ 83-8139 FAX83-6208

【とき】1月29日（木）午後 1時 30分～（2時間程度）
【ところ】真岡市農産物販売交流施設
　「いがしら」（あぐ里っ娘）交流館
【実施機械】小型管理機
【内容】安全管理講習、操作、実演
【主催】真岡市農業機械士会　
【協賛】JA全農とちぎはが野広域農機センター
※申し込み不要、当日会場へ直接お越しください。
※長靴など農地での作業に適した服装でお越しく
　ださい。


