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市民市民
講座講座 笑いヨガ講座笑いヨガ講座
　気軽にできる「笑いヨガ」で、適度に身体を動か
し、大いに笑ってストレス発散しましょう。　
【とき】9月 25日、10月 2日、9日、16日、23日
　(各金曜日、全 5回）　午前 10時～正午
【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【対象】市内在住または勤務の方
　先着 20人　【受講料】無料　先着 20人　【受講料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、【持ち物等】動きやすい服装、
　　汗ふき用タオル、　飲み物（水が望ましい）汗ふき用タオル、　飲み物（水が望ましい）
【申し込み】8月 25日 ( 火 ) から電話受付【申し込み】8月 25日 ( 火 ) から電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

市民市民
講座講座

ハーブを楽しもうハーブを楽しもう
ハーブいろいろ講座ハーブいろいろ講座

　ハーブの種類や効果、家庭でも気軽に栽培できる
方法とハーブを使った小物や料理、お菓子作りを行
い、誰でも楽しめる活用法を学びます。
【とき】9月 18日、10月 2日、16日、11月 6日、　
　20日 (第 1・3金曜日、全5回）　午前10時～正午
【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】3,000 円（調理実習、小物材料代等）【受講料】3,000 円（調理実習、小物材料代等）
【申し込み】8月 18日 (火 )から電話またはFAX、【申し込み】8月 18日 (火 )から電話またはFAX、
　窓口で受付　（午前8時30分～午後5時15分）　窓口で受付　（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 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座 キッズ英会話講座（後期）キッズ英会話講座（後期）

【とき】9月6日、13日、27日、10月11日、18日
( 各日曜日、全 5回）　午前 10時～ 11時

【ところ】市公民館　【ところ】市公民館　
【対象】市内在住の平成21年4月2日～【対象】市内在住の平成21年4月2日～
　平成23年4月1日生まれの幼児とその保護者　　平成23年4月1日生まれの幼児とその保護者　
   定員20組（定員を超えた場合は抽選）   定員20組（定員を超えた場合は抽選）
【受講料】無料【受講料】無料
【内容】英語での絵本の読み聞かせ、歌やゲーム、【内容】英語での絵本の読み聞かせ、歌やゲーム、
簡単な日常会話の習得。簡単な日常会話の習得。

【申し込み】8月 24日（月）まで電話受付【申し込み】8月 24日（月）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）
【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）

介護予防いきいき体操教室介護予防いきいき体操教室
【とき】9月 16日（水）から毎週水曜日（全 12回）
　午前 10時 30分～正午
【ところ】真岡井頭温泉 研修室
　※送迎はありません。各自お越しください。
【内容】マットやボールを使ったストレッチ等
【対象】以下の条件を全て満たす方　定員 15 人　
①65歳以上で、介護保険サービス対象外の方 ②主治
医の了解が得られる方（診断書等は不要）③筋力の衰
えを予防、改善したい方 ④他の介護予防教室に重複
していない方で、本プログラムに初めて参加する方

【参加方法】①電話で福祉課に申し込む。②福祉課
　から送られた申込用紙に必要事項を記入し、窓口
　に持参する。（簡単な聞き取りあり）③受講決定
　通知を受け、参加する。8 月 28 日（金）まで
【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 FAX83-6335

健康的で理想的な体づくりをしよう！健康的で理想的な体づくりをしよう！
すっきり！メタボ解消セミナーすっきり！メタボ解消セミナー  
　自分の体の中のどの部分に脂肪がつきやすい
か、どの部分の筋肉が少ないかなどが分かります。
フィットネスインストラクターと一緒に、あなたに
合った効果的な運動を実践しませんか。
【とき】8月31日（月）、9月14日（月）、28日（月）、  
　10月15日 （木）（全4回コース）午前9時～11時30分
【ところ】井頭温泉チャットパレス
【対象】下記の全てに該当する市民40～64歳の方　
　先着 25人
　①去年よりもおおむね3kg以上増加した方
　②おなか周りや血圧、コレステロール、血糖値が気になる方
【内容】筋力アップトレーニング、ストレッチ・ウォー
　キングなどの実践、食事の講話
　※詳細は申し込み後に通知を発送します。
【持ち物】運動シューズ、バスタオル、飲み物、
　計算機 ( 携帯電話でも可 )
【申し込み】8月 10日 (月 )～ 26日 (水 )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
E ﾒｰﾙ  kenkou@city.moka.lg.jp

【とき】8月20日（木）午後1時30分～2時30分
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】膝の体操
【講師】真岡井頭フィットネスインストラクター
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎080-9990-3998（受付：午前9時～午後5時）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX83-8619

「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

【問い合わせ】真岡鐵道株式会社　 ☎ 84-2911

夏休みはSLに会いに行こう夏休みはSLに会いに行こう
キューロクサマーフェスティバルキューロクサマーフェスティバル
【とき】8月 23日（日）　午前10時～午後6時
【ところ】SLキューロク館、　真岡駅　など

　ダンスやヒーローショ―など、楽しいイベントが盛
りだくさんです。
■ステージイベント
　11:00～12:00　イマキダンシング、真岡ミュージカル
■創造戦士「トチエイター」登場
　13:10 ～ 13:40　ヒーローショー＆握手会撮影会
　14:30 ～ 14:45　車掌車に乗って撮影会
■各種体験あり
　SL キューロク運行、SL と車掌車連結走行、情
報センター SLコーナー、ミニ SLの運行、レール
スター乗車体験、機関士・駅長制服貸し出し、５台
のSL撮影会、SL転車台の見学
■各種模擬店あり
　焼きそば、かき氷、ジュース、ビール　など

夕方の部夕方の部
■イベント広場ステージ
　15:00 ～ 18:00　バンド演奏、フラダンス　など
■ビール祭り 15:00 ～ 18:00　

昼の部昼の部

講師募集のお知らせ講師募集のお知らせ
　真岡市生涯学習課では、出前講座・市民講座の講
師を募集しています。こんな資格を持っている、ま
たは、長年の趣味・特技を誰かに伝えたいと思って
いる方、専門知識や経験などを生かし、“学びの輪”
を地域に広げる活動をしてみませんか。資格の有無
は問いません。活動をこれから始める方、始めたば
かりの方も大歓迎です。また、どんな分野でも結構
です。（例：生活・料理・手芸・工芸・ダンス・体操・
絵画・伝統文化・音楽等）
　お気軽に下記までお問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課　
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～　　 ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

　両親学級　両親学級ののご案内ご案内
【とき】9月 5日（土）
　午前9時30分～11時30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】市内在住の夫婦（おおむね妊娠20週以降）先着15組
【内容】赤ちゃんのお風呂、妊婦疑似体験など
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み・問い合わせ】8/21（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

地域での家庭教育支援者をめざす地域での家庭教育支援者をめざす
家庭教育オピニオンリーダー研修家庭教育オピニオンリーダー研修

受講者募集受講者募集
　核家族化および地域における地縁的なつながり
の希薄化等により、家庭の教育力の低下が指摘さ
れ、社会全体での家庭教育支援の必要性が高まっ
ています。
　こうした中で、家庭教育について自主的に学習
や相談活動等を行い、地域に根ざした家庭教育支
援ができる方の養成を目指します。
【とき】9/17（木）、10/7（水）、11/10（火）、11/30（月）、
　12/17（木）、2/8（月）※最終日は希望研修
　他２回（9/18 ～ 11/9 の間で、日程は各地区に
より異なる）　全 7 回
　研修時間：午前 10 時～午後 4 時
【ところ】宇都宮市　栃木県総合教育センター　他
【対象】家庭教育支援に関する活動に意欲のある方
【応募方法】9 月 1 日（火）までに下記へ電話で申
　し込みください。（午前8 時30分～午後5 時15 分）
【その他】研修修了者には交通費の一部補助あり。
　研修修了後は家庭教育オピニオンリーダーとし
　て活躍できます。

【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・祝日を除く）

夏 休 み夏 休 み
親子ロボット製作教室親子ロボット製作教室

【とき】8月 29 日（土）　午前 10時～午後 3時
　（途中食事休憩あり）
【ところ】情報センター　３階研修室
【対象】市内在住の親子　先着 8 組（小学校 4年生
　から 6年生の児童とその保護者　2人 1組）
【参加料】無料
【内容】LEGO の製作キット（マインドストーム
　EV3）を組み立ててロボットを作ります。出来上
　がったロボットはプログラムを選らんで動かすこ
　ともできます。
　※製作したロボットを持ち帰ることはできません。
　【申し込み】8月 15日 ( 土 ) 午前 10時から受付。
【問い合わせ】情報センター（火曜日休館）
　 ☎ 83-8881　FAX83-8882

9 月9月のの情報センター講座情報センター講座
①PowerPoint 基礎講座･･･先着 10 人
【とき】2 日（水）～ 4 日 ( 金 ) 午後 7 時～ 9 時
【対象】マウス操作・文字入力ができ、ワープロ操作
　習熟者の方
【内容】プレゼンテーションの作成、画面
　の切り替え、スライドのレイアウト等
②初級パソコン講座･･･先着 10 人
【とき】20 日（日）午後1 時 30 分～ 5 時 30 分
【対象】初歩的な文字入力、マウス操作ができる方
【内容】文字入力、ファイル保存、ウィンドウ操作など
＜①②共通＞【受講料】無料【申し込み】電話受
付のみ【対象】市内在住または勤務の高校生以上

【申し込み・問い合わせ】8/21（金）10:00 ～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

SAVE JAPAN プロジェクトSAVE JAPAN プロジェクト
とんぼを守ろう！鬼怒の水辺とんぼを守ろう！鬼怒の水辺

生きもの観察会と保全活動生きもの観察会と保全活動
　夏休み最後の日曜日、鬼怒川に住む数多くの生きものと
触れ合いながら、人と自然の関わり方を考えてみませんか。
【とき】8 月 30日（日）午前 9時 30分～午後２時
　※雨天決行　【ところ】鬼怒水辺観察センター
【内容】午前：生きもの観察会と環境保全活動
　午後：水の中の生きもの調べ
【持ち物等】昼食、飲み物、雨具、帽子、長靴、軍手、
　双眼鏡など観察補助具、野外活動に適した服装、着替え
【主催】真岡の自然を守る会、真岡自然観察会、認定
　ＮＰＯ法人とちぎボランティアネットワーク、Ｎ
　ＰＯ法人オオタカ保護基金
【申し込み・問い合わせ】
　■認定ＮＰＯ法人とちぎボランティアネットワーク
　（担当：徳山・菊池）　
　☎ 028-622-0021 FAX028-623-6036
　E ﾒｰﾙ tvnet1995@ybb.ne.jp　
　■真岡の自然を守る会事務局　市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係　☎ 83-8131

【とき】8月 18日（火）・19日（水）
　各日午前 9時～午後 7時
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【対象】児童扶養手当受給資格者でひとり親家庭の
父または母、または両親に代わって児童を養育し
ている方※一部支給停止除外届が 6月に送付さ
れた方は現況届受付時に提出してください。
支給区分 月額手当額（平成27年4月から）
全部支給 42,000円
一部支給 9,910～41,990円

児童扶養手当の現況届受付児童扶養手当の現況届受付

≪8月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

20日
（木）   9:30 ～ 16:30 真岡ライオンズクラブ

(ザ・ビッグエクストラ真岡店)

28日
（金）   9:30 ～ 16:30

県東健康福祉センター
栃木県芳賀庁舎

栃木県真岡土木事務所
県東環境森林事務所

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX 83-8619


