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市民市民
講座講座 「つるし飾り」「つるし飾り」
　つるし雛を作ります。
【とき】平成 27年 1月 13日、20日、27日、2月
　3日、10日（各火曜日・全 5回）
　午後 1時 30分～ 3時 30分　午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市公民館 真岡西分館【ところ】市公民館 真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料】1作品 3,500 円（材料代）【受講料】1作品 3,500 円（材料代）
【持ち物】裁縫道具【持ち物】裁縫道具
【申し込み】12月 26日（金）から【申し込み】12月 26日（金）から電話で受付話で受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【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）

【障害福祉サービスとは…】
　居宅介護、ヘルプサービス、短期入所、施設入
所、グループホーム、就労継続Ａ型Ｂ型、就労移行、
児童発達支援、放課後等デイなどをいいます。

【申請・問い合わせ先】福祉課障害者福祉係 ☎83-8129

「障害福祉サービス」を「障害福祉サービス」を
ご利用の皆さまへご利用の皆さまへ

　障害者自立支援法の規定により、平成 24年 4月
1日から、障害福祉サービスを利用する方は「サー
ビス等利用計画案」を作成し、市へ提出することに
なっています。
　現在、サービスを利用の方で「サービス等利用計
画案」の提出が済んでいない方は、利用施設や計画
相談事業所等に相談をして、計画案の作成を依頼の
上、必ず平成27年3月までに福祉課へ提出ください。
　すでに、福祉課を通して事業所に依頼済みの場合
もありますので、福祉課へお問い合わせください。
※計画相談は各福祉サービスの支給決定期間に合
　わせて決定されています。更新する場合やサービ
　スの内容を変更する場合も、必ず計画相談支援員
　に相談の上、計画書を作成してもらってから市役
　所の窓口に申請してください。

１月の図書館だより１月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

※1月の休館日　1～3・5・19・26日
≪英語おはなし会≫
　6・13・20・27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≫
　10日（土）午後2時～「トムとジェリー  楽しい
　ボーリング」（60分）
　20日（火）午後 2時～「恋するCafe」  （103 分）
≪館長の読み聞かせ≫ 10日（土）午後１時30分～
≪おはなしの森≫ 17 日（土）午後 2時～
≪スタッフの読み聞かせ≫ 23日（金）午後3時～
【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
※1月の休館日　1～ 5・19・26日
≪スタッフの読み聞かせ≫ 8日（木）午後2時～
≪キャンドルの会≫10日（土）午前10 時～
　【内容】大型絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作（毛
　　糸ではた織りしよう）
≪館長の読み聞かせ≫ 24 日（土）午後 2時～
≪映写会≫ 24日（土）午後2時 30 分～「ムーミン
　　冬の巻　ムーミン谷の冬」（30 分）
≪三つ子の魂育成事業≫27日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ会
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

第 2 回 初心者のための
ZUMBA（ズンバ）教室 ZUMBA（ズンバ）教室 

　ラテン系の音楽とダンスを融合させて創作されたダ
ンスフィットネスエクササイズ「ZUMBA」を学びます。
【とき】平成 27年 2月 10・17・24日（各火曜日・
　全 3回）午前 10時～ 11時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着20人
　※第１回受講者は参加できません
【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】平成 27年 1月 7日（水）から受付開始。
　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。

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】平成 27年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　FAX83-4070

【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

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】平成27年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
【申し込み】平成 27年 1月 7日（水）から受付開始。
　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。

《真岡市接骨師会》１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

  4日（日）武田整骨院 82-2211 11日（日）林整骨院 82-2877

12日（月）増山整骨院 82-6865 18日（日）永島整骨院 82-6452

25日（日）田中整骨院 82-0205

　１月１月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】17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
提供会員養成研修会開催提供会員養成研修会開催
　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】
平成27年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】平成 27年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

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】平成 27年 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】平成 27年 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  FAX83-8619

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】平成27年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　保護者　定員20 組
【受講料】無料【受講料】無料
【申し込み】12月26日（金）～平成27年【申し込み】12月26日（金）～平成27年
　1月 23日（金）　1月 23日（金）
　午前8時30分から午後5時15分まで電話受付。　午前8時30分から午後5時15分まで電話受付。
　※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

【申し込み ･問い合わせ】真岡鐵道旅行センター
　☎ 84-7913  ※ 2 月 28日（土）締め切り
　※申込金 ひとり 10,000 円
　（残金については 8日前までにお願いします）

☆旅行代金 33,800 円（4・5名様１室利用）
☆募集人数 120 人（最少催行人員 90人）
【お願い・注意事項】3名 1室 :1 人 3,000 円追加、
　2 名 1 室 :1 人 5,000 円追加。旅行代金は、日程
　表中の交通機関と観光、宿泊代・食事が含まれます
　（標記以外は別途料金）。申し込み後、お客様の都合
　でキャンセルした等の場合、取消料（違約料）が発
　生します。その他詳細は、お問い合わせください。

真岡市民号 ☆お座敷列車で行く☆
マッサンマッサンとと秋保温泉秋保温泉のの旅旅

3 月 15日（日）
真岡（6:08）ーーー真岡線ーーー（6:31）下館（7:15 頃）ーー
ーーーお座敷列車ーーー（12:30 頃）仙台＝＝＝＝
ニッカウヰスキー仙台工場＝＝秋保大滝＝＝＝
（16:30 頃）「秋保温泉」（泊）

3月 16日（月）
ホテル（8:30）＝＝塩釜魚市場＝＝武田のかまぼこ
（昼食）＝＝＝＝塩釜神社＝＝＝＝仙台（14:50 頃）ーー
ーーお座敷列車ーーー（20:15 頃）下館（20:46）ーーー
真岡線ーー（21:09）真岡

　栃木県興行生活衛生同業組合と真岡市芸術鑑賞会
合同の無料映画会です。
【とき】平成 27年 1月 6日（火）午後 2時～
　（1時 30分会場）
【ところ】市民会館 大ホール　【入場料】無料
【出演】岩松了、赤木春江、原田喜和子、加瀬亮ほか
【内　容】長崎在住の漫画家・岡野雄一氏の同名エッセイ
漫画を原作とした作品。主人公ゆういちと認知症の母みつ
えの何気ない日常描いた切なくもユーモラスな作品です。

映画映画「ペコロスの母に会いに行く」

【とき】平成 27年 1月 24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】2時間 15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】上白石萌音、長谷川博巳、富司純子ほか
【内　容】周防正行監督・脚本。京都の歴史の古い花街が
舞台。ある日津軽弁と鹿児島弁をまぜこぜにして話す少女・
春子（上白石）が舞妓志望としてやってきたが、老舗お茶
屋の女将（富司）は、どこの誰ともわからない少女を引き
受けるつもりはなかった。それでも、居合わせた大学教授・
京野（長谷川）のはからいで、春子は仕込み（見習い）に。
春子は、厳しい稽古や花街のしきたり、なにより美しい京
言葉に苦しみながら、舞妓を目指し奮闘する。一人の少女
の成長をハートフルに歌と踊りをふんだんに盛り込み豪華
絢爛に描いています。

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

映画映画「舞妓はレディ」

●平成27年度真岡共同高等産業技術学校入校生募集
【募集期間】平成 27年 3月 31日まで【入校】平成 27
年 4月【入学金】5,000 円【授業料】年間 60,000 円【募
集科】木造建築科（定員15人）、建築設計科（定員10人）
【申し込み・問い合わせ】職業訓練法人真岡共同高等産
業技術学校 ☎ 83-3201
●「真岡おはよう歩こう会」第 40回元旦マラソン
初日の出を迎え、すがすがしい気持ちで、歩き初め、走
り初めをしましょう。【とき】平成 27年1/1（木）6:00
スタート【ところ】市民会館駐車場【コース】市民会館前
～大前神社を折り返し【問い合わせ】☎ 83-0230（高橋）

みんなのひろば


