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　 11月 11月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】4日（水）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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
チャレンジデー！チャレンジデー！根本山根本山ウォークラリーウォークラリー
　自然観察が楽しくなるようなウォークラリーを実
施します。
【とき】11月 8日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます。（小学4年生以下は保
護者同伴）　※定員に制限はなし。　【参加料】無料

【持ち物等】野外を歩きやすい服装、運動靴、飲み物、
筆記用具、デジカメ（携帯・スマートフォンも可）

【申し込み】事前申し込み不要。
【お知らせ】10 月 31 日（土）の野鳥クラフトをお    
　休みします。
【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）
　※月曜日が祝日の場合は開館します。

第 5 回第 5 回  歴史教室開催歴史教室開催
【とき】11月 7日（土）午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【講師】元二宮町史編さん専門委員　大嶽 浩良 氏
【演題】「河野守弘と地元の狂歌仲間たち」
【参加料】無料
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。
第 6 回歴史教室のお知らせ（今年度最終回）

【とき】12月5日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール
【講師】栃木県芳賀青年の家所長　松本 一夫 氏
【演題】「中世芳賀氏の動向～戦国期を中心に～」
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

初心者初心者のためののためのエアロビクスエアロビクス教室教室
【とき】11月 12日、19日、26日、12月 3日
（毎週木曜日、全 4回）午後 2時～ 3時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着40人
【参加料】500円
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、タオル、
飲み物

【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）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
　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

11 月の11 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）

10日･17日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム17日10時30分～

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

4日･18日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム18日10時30分～

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

5日･19日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム19日10時30分～

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

6日･20日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム20日10時30分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（17日・19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】
2日（月）午前 10時 45分～ 子育て健康相談・身体測定
10日（火）午前10時45分～ リズムであそぼう
12日（木）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

【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】
10日（火） 午前10時45分～ トライフル（童謡）
11日（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

【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・6・11・13日　午前11時～ 体育あそび
12日（木） 午前11時～ 栄養士の先生とほっとなひととき
26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】11月 4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

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】11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

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】11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】講座内容に関心のある市民の方　
【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

科学教育センター11月科学教育センター11月のの案内案内
★プラネタリウム一般公開★
【とき】7日、14日、21日、28日　各土曜日
　午前11時から、午後1時30分から　※途中入場不可
【内容】当日の星座解説、新番組「星の見える丘」（約50分）
【観覧料】高校生以上 200円、4歳～中学生 100円、
　3歳以下無料（開始 30分前から観覧券発売）
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211

市民市民
講座講座

年越しそばを打ってみませんか年越しそばを打ってみませんか

そば打ち教室そば打ち教室
【とき】11月 27日、12月 4日、11日
　（毎週金曜日、全 3回）午前 9時～正午ごろ午前 9時～正午ごろ
【ところ】市公民館二宮分館 調理室  【ところ】市公民館二宮分館 調理室  
【対象】市内在住または勤務の方　先着15人【対象】市内在住または勤務の方　先着15人
【内容】そば打ち（打ったそばは持ち帰ります )【内容】そば打ち（打ったそばは持ち帰ります )
【受講料】1回 700 円 ( 材料代 )【受講料】1回 700 円 ( 材料代 )
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル【持ち物】エプロン、三角巾、タオル
【申し込み】11 月 4 日（水）から【申し込み】11 月 4 日（水）から電話または窓口話または窓口
　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

11/15 市場11/15 市場感謝デー感謝デー開催開催
【とき】11月15日（日）午前8時～午後1時　※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場（八條 475 番地）
■イベント内容■イベント内容
①地場野菜、果物、水産物の即売
②軽食販売 (市場特製あぶり丼、焼きそば、うどん
　焼きイカ、そば、おやき、つきたて餅 など )
③アトラクション
　・さんまのつかみ取り…午前 8時 30分から
　・みかんのつかみ取り…午前 9 時 30 分から
　・模擬せり、ちびっ子模擬せり (小学生以下 )
　　…1回目：午前9時から、2回目：午前10時から
　・ミュージカル、子どもダンス…午前10時30分から
　・ハワイアンダンス…午前 11時 15 分から
　その他にも、お楽しみ福引や甘酒無料サービス、
手打ちそば実演販売、生バンド演奏など、楽しいア
トラクションが盛りだくさんです！
■フリーマーケット出店者募集中■フリーマーケット出店者募集中
【参加料】1区画 (約1坪 ) ： 500 円
【申し込み・問い合わせ】
   公設芳賀地方卸売市場協力会 ☎82-8585  FAX 84-0225

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
みんなで楽しむ みんなで楽しむ ウォークラリーウォークラリー
　晩秋の山前地区をみんなで楽しく歩きましょう。
【とき】11月 22日（日）
午前 8時 30分集合　※荒天中止

【集合場所】総合運動公園陸上競技場
【コース】総合運動公園陸上競技場を
発着とした山前地区を歩くコース

【対象】小学1年生から高齢者の方まで　先着30人
（小学生参加の場合は、必ず保護者同伴）
【参加料】1人 200円（当日会場でお支払いください）
※真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
　会員の方は無料（当日、会員証をお持ちください）

【申込期限】11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  FAX84-6258
※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

コラボーレもおか コラボ共催講座　コラボーレもおか コラボ共催講座　
押し花額を作ってみませんか押し花額を作ってみませんか
　はがきサイズの額に押し花を素敵にデザインしま
す。乾燥剤を入れ密閉するので長く楽しめます。
【とき】11月 21日（土）午後1時～ 3時
【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・通学している方　先着25人
【持ち物】はさみ（押し花を切る用） 　【参加料】500円
【共催】押し花・園芸福祉　かすみ草
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558

●土砂災害対策のための現地調査にご協力ください
　土砂災害対策に利用する地図を作成するため、現地
調査を行います。下記業者が皆さまの土地に立ち入る
こともありますので、ご理解、ご協力をお願いします。
【調査期間】平成 27年 11 月～平成 28年 3月【調査
区域】西田井、根本、青谷、下籠谷地内【業務受注者】
東洋計測設計㈱【問い合わせ】真岡土木事務所 企画
調査課 ☎ 83-8304

みんなのひろば

11 月の図書館だより11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・24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≫●子ども向け　14日（土）午後2時～
　　「ぼくは王さま　たまごとめいたんてい　全3話」（55分）
　●大人向け　17日（火）午後 2時～
　　「君が僕の息子について教えてくれたこと」（59分）
≪館長の読み聞かせ≫ 14日（土）午後1時30分～
≪おはなしの森≫ 21 日（土）午後 2時～
≪スタッフの読み聞かせ≫ 27日（金）午後3時～
☆読んだ本を絵で紹介しよう☆
　読んだ本の心に残った場面や感想を絵で表現し
てみませんか。指定の画用紙と出品票を市立図書
館のカウンターでお渡しします。作品が出来上がっ
たら裏面に出品票を貼付してお持ちください。
【受付期間】11月 5日（木）～ 12月 6日（日）
【定員】先着 20人
【作品の展示】作品はラミネート加工をして館内に
　展示したのち返却します。展示は同意のあった方
　のみ展示します。匿名、ペンネームでも可。作品
　の返却時に賞状と景品をお渡しします。
　※作品の展示期間は12月10日（木）～1月24日（日）
【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≫5日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫14日（土）午前10 時～
　【内容】絵本の読み聞かせ、工作（パクパクわにさんを作ろう）
≪スタッフの読み聞かせ≫ 17日（火）午後2時～
《三つ子の魂育成事業》
　絵本の読み聞かせ　24日（火）午前10時30分～
《ひげ館長の読み聞かせ》28日（土）午後2 時～
《映写会》（子ども向け）28日（土）午後2時30分～
　「動物の赤ちゃん　ワクワク編」（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
≪11月の休館日≫ 真岡・二宮　2、9、16、30日


