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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】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

市民のつどい・平沢利子氏講演会市民のつどい・平沢利子氏講演会
　このつどいは、市民が明るい地域づくりや誇れる
郷土づくりのために地域のリーダーとして活躍いた
だくことを願い開催するものです。今年は、「色彩」
をテーマに、似合う色の仕組み・見つけ方について
お話していただきます。
【とき】2月 7日（土）
　午後 1時 30分～（午後 1時開場）
【ところ】真岡市民会館 小ホール
【内容】◆第1部 とちぎ次世代人材づく
り事業参加報告　発表者：石塚智紀氏

　◆第２部 講演「似合う色で輝く自分発
見！」　講師：カラリスト 平沢利子氏
 【問い合わせ】8:30 ～17:00（日曜・祝日休）
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX 83-4070

平沢利子氏平沢利子氏

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】2月 12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 ☎ 83-8132 FAX 83-6335

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】2月 19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 7 ～ 8 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】2/6（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121 FAX 83-8619

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
　数々の資格を持つダンスのスペシャリストが、小
学生から高齢者まで誰でも楽しくダンスを学べるよ
う指導します。
【とき】2月 8日（日）、14日（土）
　午後 1時 30分～ 3時　※ 2回連続の教室です。
【ところ】市公民館山前分館多目的ホール
【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（初日に会場でお支払いください）
【申し込み】2月 5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。

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

ビームライフル教室ビームライフル教室
　ビームライフルの全国大会出場経験のあるスペ
シャリストが基本から楽しく指導します。
【とき】2月 22日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】市公民館山前分館多目的ホール
【対象】小学３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下さい）
【申し込み】2月 19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  FAX 84-6258
※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

科学教育センター2月科学教育センター2月のの案内案内
★科学の広場「ぴかぴかメダルをつくろう」★
　かっこいいぴかぴかのメダルをつくります。
【とき】7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）
先着約 40人　※強いアルカリ性薬品、火気を使
用します。幼児同伴の場合は問い合わせください

【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】2月 2日（月）～ 4日（水）
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611 FAX83-6211

2 月2月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】4日（水）・21日（土）
　午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館1階研修室女性室
【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

《真岡市接骨師会》2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

  1日（日）柳田整骨院 83-9674   8日（日）春原整骨院 80-0072

11日（水）岩崎整骨院 74-2903 15日（日）植木整骨院 080-4470-1288

22日（日）なかた整骨院 81-3152

はじめての里山遊びはじめての里山遊び
冬の生き物探し冬の生き物探し

　雑木林に冬越し中の生き物を探しに行きます。自
然観察がはじめての方大歓迎です。
【とき】2月 14日（土）午後 1時 30分～ 2時 30分午後 1時 30分～ 2時 30分
【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　※雨天決行※雨天決行
【対象】小学生以下の親子　先着 15人【対象】小学生以下の親子　先着 15人
【持ち物等】暖かく動きやすい服装、運動靴【持ち物等】暖かく動きやすい服装、運動靴
【参加料】無料【参加料】無料
【申し込み】1月 31日（土）から【申し込み】1月 31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）

【とき】2月 7日（土）
　①午後 2時～ ②午後 6時 30分～
【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
【出演】ニコール・キッドマン、
　ティム・ロス、フランク・ランジェラほか
【内　容】オスカー女優グレース・ケリーとモナコのプリン
スの結婚から６年後の1962年。いまだにグレースは宮殿の
しきたりに馴染めずにいた。そんなある日ハリウッド復帰の
誘いに心を動かされたとき、夫のレーニエは過去最大の危機
に直面。フランス大統領は過酷な課税をモナコに強要、承諾
しなければ「モナコをフランス領にする」という声明を発表。
家族を守り、宮殿で見失っていた自分を取り戻すため、グレー
スは外交儀礼の特訓を受け完璧な公妃の役作りをし、フラン
ス他各国の指導者を招いた舞台を用意。果たして自ら書いた
脚本のクライマックスとなる、運命を握るスピーチとは―。

送迎車運行します（二宮コミュニティセンター⇔市民会館）
　午後 2時からの上映時、二宮コミュニティセン
ター発着の無料送迎車を試験運行します。9席限定
のため先着順事前予約をお願いします。
【集合時間】午後 1時 15分（時間厳守）
【集合場所】二宮コミュニティセンター正面玄関前
【申し込み】1 月 30 日（金）～ 2 月 5 日（木）に
下記へ電話で申し込みください。
 【申し込み・問い合わせ】文化課
　☎ 83-7731  FAX 83-4070（月・日曜・祝日休）

映画映画 グレース・オブ・モナコ
～公妃の切り札～

在宅歯科診療在宅歯科診療ののご案内ご案内
【対象】市内在住の 65 歳以上の方で、自宅で寝た
　きりのため、歯科医院への通院が困難な方
【内容】歯の痛みの処置、虫歯の治療や入れ歯の作成・
　調整など、歯科医師が訪問して診療します。
【費用】診療費は保険適用となりますので、受診者
は保険診療の自己負担額と歯科医師の交通費を負
担してください。

歯ブラシひとつで、歯周病を予防する教室歯ブラシひとつで、歯周病を予防する教室
歯っぴースマイルセミナー歯っぴースマイルセミナー
　笑顔のアンチエイジングには、お口の健康が欠か
せません。若々しく素敵な口元を保つには、正しい
ブラッシングとお口の体操が効果的です！
　参加者には、歯ブラシ・歯磨き粉・歯間ブラシ
をプレゼント！
【とき】2月 25日（水）午後 1時 30分～ 3時
　（10分前から受付）　【ところ】総合福祉保健センター
【対象】40～ 74歳の市民の方  先着 20人
【内容】①お口のアンチエイジング歯周病について（講話）
　②正しいブラッシング（実践）
　③スマイル美人健口（けんこう）体操
【持ち物】歯ブラシ、ハンドタオル
【申込期限】2月 20日（金）まで

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

2 月の図書館だより2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≫
　3・10・17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
≪館長の読み聞かせ≫14 日（土）午後１時 30分～
≪映写会≫
　14日（土）午後 2時～「ユニコ」（90分）
　17日（火）午後2時～「劇団四季 李香蘭」（139分）
≪おはなしの森≫ 21 日（土）午後 2時～
☆オニのおめんをつくろう＆豆まき☆ 1日（日）
　◆おめん作り：午後1時30分～（定員：先着20人）
　※窓口または電話での申し込みが必要です
　◆豆まき：午後 2時～（申込不要・当日参加可）
　≪共通事項≫　※小学 2年生以下保護者同伴
　※色鉛筆・クレヨンなどあればお持ちください
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
 http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

二宮図書館二宮図書館
≪のびのびひろば≫ 5 日（木）午前 10時～
【内容】絵本の読み聞かせ、紙芝居、しゅりけんの折り紙
≪キャンドルの会≫ 14日（土）午前 10時～
【内容】絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作（ビックリパッチンを作ろう）
【問い合わせ】二宮図書館  ☎ 74-0286（月曜日休）

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
≪2月の休館日≫2・9・16・23～ 28日
※2月24日（火）～3月4日（水）はシステム入れ替えのため、
真岡市立図書館・二宮図書館・西分館図書室は休館です。

経営よろず相談会開催経営よろず相談会開催
　「よろず支援拠点」では、経営よろず相談会を開
催します。日頃の経営上の悩みごと、創業相談など、
お気軽にご相談ください。相談に費用は一切かかり
ません。原則事前にご予約をお願いします。
【とき】2月 18日（水）午前 9時～午後 5時
【ところ】市公民館 2階第 3・4会議室
【対応者】よろず支援拠点の専門家（中小企業診断士、
ITコーディネータ等）　【相談時間】1時間程度（目安）

【その他】費用無料、秘密厳守、予約者優先（飛び込み可）
【申し込み・問い合わせ】
　栃木県よろず支援拠点 ☎ 028-670-2618
【問い合わせ】商工観光課勤労者係 ☎ 83-8134

市内体育施設の使用申請市内体育施設の使用申請
3月2日（月）3月2日（月）から受付開始から受付開始
　平成 27年 4月以降の市内各体育施設の使用申請
の受付を 3 月 2 日（月）から開始します。下記申
請先で手続きしてください。
　3月 2日（月）からは、申請日から 3カ月以内
の使用申請を受け付けします。
※体育館施設を定期的に使用する団体の登録も受け
付けています。（条件あり）

　なお、団体登録の当初受付は2月12日（木）まで
学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を

　学校教育に支障のない範囲で、次の施設を貸し出し
ます。これらの施設で定期的に活動したい団体は登録
が必要になりますので、忘れずに手続きしてください。
【利用できる施設】市内小・中学校の体育館・武道館・
グラウンドおよび真岡工業高校ナイターグラウン
ド（通年利用可）

【登録資格】団員が真岡市在住または在勤者の方で、
常時 10人以上で定期的に活動している団体

【申請方法】申請書を使用希望日の前月15日までに
提出すると、25日以降に許可証が発行されます。
※平成 26年度の登録団体も、4月から引き続き利
　用する場合には、再度登録が必要です。
【問い合わせ】スポーツ振興課　☎ 84-2811
【申請先】旧真岡市内施設：総合体育館 ☎ 84-2811
　　　　　旧二宮町内施設：二宮体育館 ☎ 74-3177


