
【とき】3月 16日 (月 )午前 9時～午後0時 30分
　予定（午前 8時 50分から受付）
【ところ】市公民館 第 2会議室
【対象】69歳までの市民の方で、糖尿病治療中の方、
　またはその家族の方　先着 25人
【内容】糖尿病のおさらい講話、栄養士講話、調理
　実習（日程の詳細については後日送付予定）
　★メニュー ～ごはんを入れても 460kcal ～
　　・ノンフライとんかつ
　　・きのこと青菜の彩りあえ物
　　・こんにゃくと季節の野菜の
　　　カルパッチョ仕立て
【参加料】無料
【持ち物】持ち帰り用の容器（必須）、エプロン、
　三角巾、ふきん、手拭き用のタオル、筆記用具、
　糖尿病手帳

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/

●ガールスカウト入団説明会開催
　ガールスカウトはいろいろな体験を通して生きる力
や思いやり、奉仕の心を育む活動をしています。【とき】
3/1（日）10:00～ 12:00【ところ】青年女性会館 青
年室【対象】就学前1年～高校生までの女の子　※当
日一緒に活動できます。【問い合わせ】☎82-2233（村上）
●コラボ共催講座「川柳で楽しく脳トレをして健康笑顔を」
　【とき】2/27、3/27、4/24、5/22 の各金曜日
13:30 ～ 15:30【ところ】 コラボーレもおか（二宮
コミュニティセンター 2階）【対象】市内在住または
勤務の方 先着 20 人程度【参加料】毎回 200 円（お
茶菓子代）【持ち物】筆記用具【共催】川柳綿の花吟
社【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか☎ 81-
5522( 月曜・祝日休み )
●第36回こらぼ茶話「エコでおしゃれなリボンカゴ作り」
　【とき】3/6（金）9:30 ～ 12:00【ところ】二宮コミュ
ニティセンター 202 会議室【対象】市内在住または
通勤・通学の方 先着 20人【講師】とちぎ暮らしネッ
トワーク 鈴木奈津子さん【参加料】400円（材料代・
お茶菓子代）【持ち物】木工用ボンド、はさみ、定規、
洗濯ばさみ 10 個、鉛筆【その他】申し込みの際、4
色（赤・藍・茶・桃）より、作りたい籠の色を一色選
んでお伝えください。【申し込み・問い合わせ】コラボー
レもおか☎ 81-5522( 月曜・祝日休み )

みんなのひろば

3 月の図書館だより3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≫
　10・17・24・31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≫
　14 日（土）午後 1時 20 分～「こびと観察入門
　ハナガシラ・キノコビト・バイブスマダラ編」（32分）
　17日（火）午後 2時～「アヒルと鴨のコインロッ
　カー」（110分）
≪おはなしの森≫ 21 日（土）午後 2時～
☆〈真岡の史跡を訪ねる会〉の発表会 「真岡
　の礎を築いた芳賀 500 年の歩み」～ゆかり
　の史跡を訪ねて～ 7日（土）午後2時～
　【場所】図書館2階会議室
　　※入場無料、どなたでも参加できます。
☆「講談社全国訪問おはなし隊」来館！
　14日（土）　※申し込み不要
　◆キャラバンカー見学：午後 3時～
　◆おはなし会：午後 3時 35分～
☆第5回 春のカルタ大会  29日（日）午後2時～3時
　【場所】図書館 2階会議室【定員】16人
　【申し込み】3月 13 日（金）から電話およびカ
　　ウンターで受付（定員になり次第締め切り）

【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
≪スタッフの読み聞かせ≫5日（木）午後2時～
≪三つ子の魂育成事業≫24日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫28 日（土）午後 2時～
≪映写会≫ 28 日（土）午後 2時 30分～
　「めいたんていラスカル　きえたおはなのなぞ」（20分）
☆ 16 ㎜フィルム特別映写会「かくれた偉者
　～富田高慶～」19 日（木）午後 2時～（26分）
【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
≪3月の休館日≫1～4・9・16・23・30日
※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 3月 4日（水）まで
休館です。

【とき】3月 14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】117分
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500 円
　※全席自由
　※チケットは当日でも購入できます。　
　※芸術鑑賞会会員 無料
【出演】吉永小百合、阿部寛、竹内結子、笑福亭鶴瓶ほか
【内　容】吉永小百合が『八日目の蝉』の成島出監督
と共に初めてプロデュースした主演作品。美しい海を
望む岬で、喫茶店「岬カフェ」を経営する柏木悦子（吉
永）。彼女が入れるコーヒーを求めて住人たちが集ま
り、のどかな日々が続いていた。そんなある日、常連
客の娘のみどり（竹内）が数年ぶりに帰郷する。さら
に悦子と甥の浩司（阿部）を長年見守り続けてきた不
動産屋のタニさん（鶴瓶）が転勤しなければならなく
なり、穏やかな里の暮らしに変化の風が吹き始める―。

 【申し込み・問い合わせ】文化課
　☎ 83-7731  FAX 83-4070（日・月曜・祝日休）

映画映画 ふしぎな岬の物語

《真岡市接骨師会》3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） 磯整骨院 81-5331   8日（日）みやざき整骨院 81-7533

15日（日）片岡整骨院 84-5252 21日（土）松下整骨院 82-1198

22日（日）海老沢整骨院 84-5489 29日（日）永島整骨院 82-6452

≪3月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

11日
(水 )

  9:00 ～ 9:50 芳賀地方農業共済組合
10:40 ～ 11:30 真岡製作所
13:00 ～ 15:00 千住金属工業
15:50 ～ 16:40 常陽銀行真岡支店

23日
(月 )   9:30 ～ 16:00

ザ・ビッグエクストラ真岡店
（主催：真岡青年会議所）

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

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】3月 11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
【受講料】無料
【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

3 月3月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】4日（水）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

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
植木剪定講習会植木剪定講習会のの参加者募集参加者募集
【とき】3月 17日（火）・18日（水）
　午前 9 時 30分～午後 4時
【ところ】井頭温泉チャットパレス
【対象】60歳以上の市民の方　先着 20人
【内容】講義（植木剪定の基礎知識）、剪定実技
【参加料】1,000 円（テキスト代）
【持ち物等】作業に適した服装、剪定に使用する道
　具類（剪定ばさみ、刈込みばさみ、はしご、ヘル
　メット、安全ベルト等）、昼食（弁当）
【申し込み】3月 9日（月）までに下記へ申し込み
　ください。
【申し込み・問い合わせ】
　公益社団法人　真岡市シルバー人材センター
　☎ 84-1110　FAX 84-1109

●「寺久保切り絵愛好会」「つるし雛・手芸品展」　開催中
　【とき】3/15（日）まで【ところ】コラボーレもおか（二
宮コミュニティセンター 2階）【問い合わせ】コラボー
レもおか☎ 81-5522（月曜・祝日休み）
●「真岡ジュニア ソフトテニス教室」新会員募集
　平成 27年度からの会員を募集します。【対象】小学
生（ジュニア）3～ 6年生【定員】15人【年会費】5,000
円【募集締切】3/20（金）【問い合わせ】真岡市ソフト
テニス協会事務局 理事長 阿久津進 ☎ 82-8017
●かなフォーラム「萌香社」生徒募集
　美しいかな書道を基礎から勉強します。【とき】毎月
第 2・4火曜日【ところ】市公民館 第 1会議室【会費】
月1,500 円【問い合わせ】 ☎ 83-6883（神宮寺）
●平成27年度宇都宮共同高等産業技術学校入校生募集
　【募集期限】3/25（水）まで【対象】各学科に関連
する事業所等に就職している方【募集科】木造建築科（定
員 10 人・期間 3年）、建築設計科（定員 10 人・期間
2年）、畳科（定員 10人・期間 2年）、広告美術科（定
員 10人・期間 2年）【申し込み・問い合わせ】宇都宮
共同高等産業技術学校 ☎ 028-622-1271（火～土曜日
の 10:00 ～ 16:00 受付）
●平成 26年度 風しん抗体検査を実施しています
　栃木県では先天性風しん症候群を予防することを目的
に、平成27年3月まで風しん抗体検査を実施しています。

【とき】毎週火曜日11:00 ～12:00（祝日を除く）※電
話予約制【ところ】県東健康福祉センター【対象】栃木
県内に居住する次のいずれかに該当する方 ①妊娠を希
望する女性 ②①の配偶者などの同居者 ③風しんの抗
体価が低い妊婦の配偶者などの同居者　※過去に風し
ん抗体検査を受けたことがある方、明らかに風しんの
予防接種歴がある方、検査で確定診断を受けた風しん
の既往歴がある方は除く【料金】無料【検査結果】原
則、約 2週間後に再来所していただき結果を通知しま
す。【問い合わせ】県東健康福祉センター☎ 82-3323
●「若年求職者バウチャー事業」利用者募集
　栃木県では、「若年求職者バウチャー（職業訓練利
用券）」の利用者を募集しています。35 歳未満の若
者および 35 歳以上45 歳未満の就労不安定な方を
対象にキャリアカウンセリングを行い、職業訓練の
必要性が認められた場合、訓練費用の 2分の1（上
限 75,000 円）を助成するバウチャーを交付し、若者
が自らコースを選択して民間職業訓練を受講すること
ができます。利用にあたっては、雇用保険における教
育訓練給付金制度の支援を受けられないこと等いく
つかの要件があります。詳しくはお問い合わせくださ
い。【問い合わせ】とちぎジョブモール☎ 028-623-
3226 「WORKWORKとちぎ」http://www.tochigi-
work2.net/

真真岡岡のの自然を守る会自然を守る会

河川清掃河川清掃ボランティア活動ボランティア活動
とと自然観察会自然観察会のの参加者募集参加者募集
　五行川および行屋川周辺のごみを拾う「河川清掃
ボランティア活動」と「自然観察会」を実施します。
会員以外の方もご協力をお願いします。
【とき】3月 1日 ( 日 )
　午前10時～11時30分ころ（午前9時50分集合）
　※小雨決行
【集合場所】市民会館西側砂利駐車場
【持ち物等】ごみ拾いのしやすい服装、
　防寒具、雨具、長靴、軍手、タオル
　など（ごみ袋は事務局で用意します）

【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781　FAX 84-6936 （日・月曜・祝日休）

すぐできる！すぐできる！
毎日毎日のの糖尿病ごはんセミナー糖尿病ごはんセミナー
　糖尿病の食事療法は、毎日３食・365 日、自分
で行うことのできる治療法です。食事に気を遣って
いるつもりでも、実は間違った食べ方をしているか
もしれません。「食事療法が大変」「家族が糖尿病だ
けど、どんな食事を作ったらいいかわからない」と
いう方にこそ参加してほしいセミナーです。

※画像はイメージです※画像はイメージです

第 39回 第 39 回 
市民芸能チャリティ－ショー市民芸能チャリティ－ショー
　真岡市文化協会会員による舞踊、吟詠、民謡、ダ
ンス等の発表会です。この収益金は市の教育と福祉
に役立てられます。
【とき】3月 1日（日）午前10 時開演
　（午前 9 時 30分開場）
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】300円（全席自由）
　前売り券は文化課（市公民館内）で発売中
【主催】真岡市文化協会芸能民舞吟部会、音楽部会、
舞台部会

【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731  FAX 83-4070

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


