
あなたの体力年齢、測定してみませんか？あなたの体力年齢、測定してみませんか？
健康体力測定健康体力測定

【とき】9月 7日（月）
　①午前10時～ ②午後3時～ ③午後6時 30分～
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の20～79歳の一般男女
【内容】握力、反復横とび、立ち幅とび、6分間歩行ほか
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、飲み物
【申し込み】申込期限、定員はありません。
　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。

9 月の図書館だより9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≫
　1・8・15・22・29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≫ 12日（土）午後1時30分～
≪映写会≫（子ども向け）12日（土）午後2時～
　「ムーミン パペット・アニメーション ～ママの巻～」（30分）
　（大人向け）15 日（火）午後 2時～
　「新・御宿かわせみ」（83分）
≪おはなしの森≫ 19 日（土）午後 2時～
≪スタッフの読み聞かせ≫ 25日（金）午後2時～
【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
≪ひばりの会による読み聞かせ≫3日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫12日（土）午前10 時～
　【内容】絵本の読み聞かせ、工作（紙のお花を作ろう）
≪スタッフの読み聞かせ≫ 15日（火）午後2時～
《ひげ館長の読み聞かせ》26日（土）午後2 時～
《映写会》（子ども向け）26日（土）午後2時30分～
　「森のなかまたち」（25分）
　（大人向け）17日（木）午後2時～
　「世界遺産 富士山 水をめぐる神秘」（73分）
《三つ子の魂育成事業》
　絵本の読み聞かせ　29日（火）午前10時30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
≪9月の休館日≫ 真岡・二宮　7、14、28日

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/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/

9 月の9月の
子育て支援センター＆サロン
【子育て支援センター・子育てサロン開設日】

と　こ　ろ   開設日・時間
第一子育て支援センター
（こっこひろば）

月～日（祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

第二子育て支援センター
（ぴよぴよひろば）

月～金（土・日・祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

子育てサロン大内分館
（大内農業構造改善センター）

1日･15日（火）
午前9時～正午

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

2日･16日（水）
午前9時～正午

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

3日･17日（木）
午前9時～正午

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

4日･18日（金）
午前9時～正午

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（15日・土・日・祝日は除く）
子育て広場：午前 9時～正午
子育て相談：午後 1時～ 3時

【第一子育て支援センターの行事予定】
7日（月） 午前10時45分～ 子育て健康相談・身体測定
8日（火） 午前10時45分～ リズムで遊ぼう
25日（金） 午前10時45分～ 交通安全教室

【問い合わせ】第一子育て支援センター☎84-1545（FAX兼）
【第二子育て支援センターの行事予定】
1日（火） 午前10時45分～ トライフル

【問い合わせ】第二子育て支援センター☎84-4100（FAX兼）
【にのみや保育園子育て支援センターの行事予定】
4、11、18、25日（金）午前11時～ 体育あそび
24日（木）午前10時30分～ 三つ子のふれあいタイム

【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター☎ 73-2200
エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室エンゼル広場＆もしもしテレフォン相談室

【とき】9月 2日（水）
《エンゼル広場（施設開放）》午前 9時 30分～11時
《もしもしテレフォン相談室》午後 1 時～4時
【ところ ･連絡先】
★認可保育所（園）
真 岡 保 育 所 ☎82-2200 中 村 保 育所 ☎82-4003
西田井保育所 ☎83-1043 物 部 保 育 所 ☎75-0305
西真岡保育園 ☎84-1313 真岡めばえ保育園 ☎82-3955
萌 丘 東 保 育 園 ☎ 82-1437 西真岡第二保育園 ☎80-1760
にのみや保育園 ☎ 73-2200 真岡あおぞら保育園 ☎82-5347
★認定こども園
いちごの杜保育園 ☎ 84-5151 牧が丘幼稚園 ☎84-2353
せんだん幼稚園 ☎74-0252 にのみや認定こども園  ☎ 74-3021
★小規模保育事業‐Ａ型
ちびっこランドイオンタウン真岡園  ☎ 81-3651

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
ザリガニつり大会ザリガニつり大会inin鬼怒水辺観察センター鬼怒水辺観察センター
　釣ったアメリカザリガニの大きさを競います。　
【とき】9月12日（土）午前9時～11時　※雨天中止
【ところ】鬼怒水辺観察センター　【参加料】無料
【対象】どなたでも参加できます。先着 40人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　
【持ち物等】動きやすい服装、ぬれてもよい靴かサンダル、
帽子、タオル、飲み物、バケツ、スルメ(ザリガニの餌用)

【申し込み】8月 29日（土）から電話受付
　(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 FAX83-4624(月曜・祝日の翌日休み）

市民市民
講座講座 はじめての野菜作り入門講座はじめての野菜作り入門講座
　初心者向けに短期間でできる簡単な野菜作りをします。
【とき】10月 3日～ 12月中旬頃まで
　(各木曜日、全6回）　午前10時～正午
【ところ】真岡市小林地内の畑（1人約 6坪程度）【ところ】真岡市小林地内の畑（1人約 6坪程度）
【対象】市内在住の成人の方　10人程度【対象】市内在住の成人の方　10人程度
　※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。
【受講料】1,500 円【受講料】1,500 円

【申込期限】9月 11日（金）まで【申込期限】9月 11日（金）まで
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※受講者本人が申し込みください。　※受講者本人が申し込みください。
【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）

※初日に説明会を開き、2回目から野菜作りに入ります。
※作りたい野菜・使用する道具は各自持参してください。

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）

初心者初心者のためののための女性水泳教室女性水泳教室
【とき】9月 10 日、17 日、24 日、10 月 1日、8日、
15日（毎週木曜日、全6回）午後1時～2時 30分

【ところ】フィールドビックスイミングスクール真岡
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着40人
【参加料】無料【持ち物等】水着、水泳帽子、ゴーグル
【注意事項】妊娠中の方、高校生は参加できません。会
場施設の駐車場は使用できません。参加者は総合体
育館などの近隣市関係施設駐車場を利用してください。

【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。

【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・年齢を明記

　 9月 9 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】2日（水）、19日（土）午前10時～11時
【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

介護予防いきいき体操教室介護予防いきいき体操教室
～筋力トレーニング編～～筋力トレーニング編～

　筋トレマシンを使用した介護予防のための体操教室で
す。初めての方でも無理なく続けられるよう指導します。
【開始日】① 10/5（月） ② 10/7（水） ③ 10/8（木）
④ 10/9（金）　開始日含む全 12回　
　各コース午後 2時～ 3時
【ところ】iFitness（真岡井頭温泉内）
　※送迎はありません。各自お越しください。
【対象】以下の条件をすべて満たす市内在住の方 各コース4人
　① 65歳～ 75歳で、介護保険サービス対象外の方 
　②マシンを使用した運動に支障のない身体状態の方
　③主治医の了解が得られる方（診断書等不要）　
④本プログラムに初めて参加し、他の介護予防教
　室に重複していない方

【受講方法】①電話で福祉課に申し込む。
　②福祉課から送られる申込用紙に記入し、福祉課
　　窓口に持参。（簡単な聞き取りあり） 
　③受講決定通知を受け参加する。9月 11日（金）まで
　※電話申し込み順に受講曜日を決定します。
【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

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
　お口のトラブルを放っておくと、食欲の低下等を引き起
こす恐れがあります。正しいケアの方法を学びましょう。
【とき】9月 10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
　トラブルが心配な市民の方  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（地域包括支援センター） 
　☎ 83-8132　FAX83-6335

アートリンクとちぎ 2015

「刑部 人（おさかべ じん）」展「刑部 人（おさかべ じん）」展
　栃木県立美術館が所蔵する、栃木県出身の画家、
刑部人の作品を展示します。
【とき】9月2日（水）～7日（月）午前9時～午後6時
　（入場は午後5時30分まで）　
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【観覧料】無料　【主催】市教育委員会・栃木県立美術館

【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

【ところ】久保記念観光文化交流館
　観光まちづくりセンター
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】 3 日（木）、17日（木）
　午前 10時から　【参加料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】  5 日（土）、19日（土）午後 2時から
【入場料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】  10日（木）、24日（木）午前9時30分から
【料金】1,500 円
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】6日（日）、20日（日）午前11時から【入場料】無料

 9 月 9 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

第34回 吟詠剣詩舞発表会第34回 吟詠剣詩舞発表会
　市内の吟詠剣詩舞愛好会が一堂に集い、幽玄な吟
詠と華麗な剣詩舞を発表します。
【とき】9月 6日（日）午後 1時開演（30分前開場）
【ところ】市民会館大ホール
【入場料】無料　【主催】真岡市吟詠剣詩舞会

銃器銃器でで有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をを実施実施
　農作物被害の防止のため、カルガモ・カラスの駆
除を次のとおり実施します。
【とき】9月 4日（金）～ 9月 6日（日）
【対象区域】市内全域（住宅地等を除く）
【実施主体】ＪＡはが野
【問い合わせ】
JAはが野真岡地区営農センター ☎ 83-3311
JAはが野二宮地区営農センター ☎ 74-4115
農政課農政係 ☎83-8137　FAX 83-6208


