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12 月の図書館だより12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　12日（土）午後2時～
　　「スノーマン」（26分）
　●大人向け　15日（火）午後 2時～
　　「いぬのえいが」（96分）
≪館長の読み聞かせ≫ 12日（土）午後1時30分～
≪おはなしの森≫ 19 日（土）午後 2時～
☆読んだ本を絵で紹介しよう！作品展示☆
　　読んだ本の心に残った場面や感想を表現した絵
　を展示しています。ぜひ見にいらしてください。
　【展示期間】12/10（木）～平成 28年 1/24（日）
☆図書館にサンタがやってくる！ 12/25（金）
　・撮影会…午前 10時～正午、午後 2時～ 4時
　・スタッフの読み聞かせ…午後 3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（スティックマペット
　　サンタさんを作ろう）
《三つ子の魂育成事業》
　絵本の読み聞かせ　22日（火）午前10時30分～
《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～
　　「日本の昔ばなし 笠地蔵ほか」から 4話（40分）
　●大人向け　17日（木）午後 2時～
　　「新・京都百景」（80分）
☆図書館にサンタがやってくる！ 12/23 日（水）
　・撮影会…午前 10時～正午
　・スタッフの読み聞かせ…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
≪12月の休館日≫ 真岡・二宮　7、14、21、28日
※年末年始は12/29（火）～1/3（日）まで休館。 
　12/28（月）と1月4（月）は通常通りの休館日です。

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室

落ち葉落ち葉ののプールプールをを作って遊ぼう作って遊ぼう
　熊手で雑木林の落ち葉をかき集め、大きな山を
作ってプールにします。ふかふかの落ち葉の中へ飛
び込んで楽しく遊びます。
【とき】12月 13日（日）
　午前 10時～正午　10時～正午　※雨天中止※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます。【対象】どなたでも参加できます。
　先着 30人（小学 4 年生以下は保護者同伴）
【参加料】無料【参加料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、防寒具（手袋、お持【持ち物等】動きやすい服装、防寒具（手袋、お持
　ちの方は毛糸の帽子）　ちの方は毛糸の帽子）
【申し込み】11月29日（日）午前8時30分から【申し込み】11月29日（日）午前8時30分から電話受付話受付
【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）

≪12月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

7日
（月）

  9:30 ～ 11:30 JAはが野 本店
13:00 ～ 15:00 福田記念病院・真岡中学校
15:40 ～ 16:30 栃木銀行 真岡支店

17日
（木）   9:30 ～ 16:00 ザ・ビッグエクストラ真岡店

（真岡ライオンズクラブ）

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122　FAX 83-8619

第6回第6回  歴史教室開催（最終回）歴史教室開催（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
【演題】「中世芳賀氏の動向～戦国期を中心に～」
【講師】栃木県芳賀青年の家所長　松本 一夫 氏
【参加料】無料　【申し込み】不要
【その他】皆勤賞の表彰があります。
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

科学教育センター12月科学教育センター12月のの案内案内
★科学の広場「アロマキャンドルをつくろう」★
　癒し効果抜群のアロマキャンドルを作ります。
【とき】19日（土）午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小・中学生　先着 24組（小学 4年生以下
　は保護者同伴） 　【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】12月 9日（水）～ 11日（金）
【申し込み・問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611 

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】12月 9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

　 12 月 12 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

12 月の12 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（12/29～1/3、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（12/29～1/3、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
三つ子のふれあいタイム15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）

2日･16日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム16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）

3日･17日（木）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
三つ子のふれあいタイム18日10時30分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（1、8、22、24、29、30、31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】
5日（土）午前 10時 30分～ クリスマスファミリーコンサート
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～ リズムであそぼう
10日（木）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム
16日（水）午前10時45分～ オピママと遊ぼう

【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（童謡）
9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・16・18日　午前11時～ 体育あそび
21日（月） 午前10時30分～ 三つ子のふれあいタイム
25日（金） 午前10時30分～ クリスマス会

【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】12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

【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
■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
　【参加料】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
　【参加料】無料

  112月2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）

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

料料理理講習会参加者募集講習会参加者募集
　しじみご飯、かぶら蒸し、チーズ入り信田煮、ひ
じきのサラダ、ミルクくずもちを作ります。
【とき】12月 10日（木）午前 9時 30分～午後 1時
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】60歳以上の市民の方　先着 24人
【参加料】500円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭き
【申し込み・問い合わせ】真岡市シルバー人材センター
　☎84-1110　FAX84-1109（月～金8:30～17:00）

市民市民
講座講座

お正月用お正月用
フラワーアレンジメントフラワーアレンジメント

【とき】12月 26日（土）
　午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【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 30人　先着 30人
【受講料】3,000 円（材料代）【受講料】3,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用ハサミ【持ち物】園芸用ハサミ
【申し込み】12 月 1 日（火）から電話または下記【申し込み】12 月 1 日（火）から電話または下記
窓口で受付窓口で受付（（午前 8時 30分～午後 5時 15分）午前 8時 30分～午後 5時 15分）

市民市民
講座講座 たこづくり教室たこづくり教室
　　赤城凧の会の講師指導のもと、手作り凧を作りま赤城凧の会の講師指導のもと、手作り凧を作りま
す。手作り凧を作り、来年１月17日（日）に開催さす。手作り凧を作り、来年１月17日（日）に開催さ
れる「にのみやたこあげ大会」に参加してみませんか。れる「にのみやたこあげ大会」に参加してみませんか。
【とき】12月 26日（土）　午前10 時～正午
【ところ】生涯学習館（旧二宮文化会館）【ところ】生涯学習館（旧二宮文化会館）
【対象】市内在住または市内在学の方（小学生以下【対象】市内在住または市内在学の方（小学生以下
は保護者同伴）　先着 20 組は保護者同伴）　先着 20 組

【持ち物】軍手　【受講料】300円（材料代）【持ち物】軍手　【受講料】300円（材料代）
【申し込み】12 月 1 日（火）から電話または下記【申し込み】12 月 1 日（火）から電話または下記
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】市公民館二宮分館　　　
☎74-0107  FAX 74-0187（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座  身体元気UP講座 身体元気UP講座
　正しい姿勢や体幹を鍛えるための効果的な方法を
学び、健康で元気な体づくりのための効率の良いト
レーニングを身につけましょう。
【とき】12月 10日、17日、平成 28年 1月 7日、 
　21日、2月 4日、18日、3月 10日、24日
　（各木曜日、全 8回）午後 7時 30分～ 9時午後 7時 30分～ 9時
【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【対象】市内在住または勤務の方　先着115人5人
【受講料】無料【受講料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、ヨガマット（お持ちの方）、【持ち物等】動きやすい服装、ヨガマット（お持ちの方）、
汗ふき用フェイスタオル、飲み物汗ふき用フェイスタオル、飲み物

【申し込み】12月1日（火）午前8時30分から電話受付【申し込み】12月1日（火）午前8時30分から電話受付
【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）

もおか環境パートナーシップ会議もおか環境パートナーシップ会議
創立10周年記念美化活動創立10周年記念美化活動
　市民・企業団体・行政の
三者で組織された「もおか
環境パートナーシップ会議」
では、創立 10周年を記念
して、自然ふれあい園“大
久保”周辺でゴミ拾いを行
います。会員以外の方の参
加も大歓迎です。ぜひお手伝いください。
【とき】12月 5日（土）午前 9時～ 10時
【集合場所】自然ふれあい園 “大久保 ”の駐車場
　※小雨決行

鬼怒テクノ
通り

Ｐ

会場

【申し込み・問い合わせ】環境課環境計画係
　☎ 83-8241  FAX83-5896

　　

みんなのひろば
●借金で悩んでいませんか。
　「返済が大変」「債務整理するとどうなる？」「過払
金とは？」「返済に追われて税金を滞納してしまった」
「弁護士費用が心配」など、ひとりで悩まずお気軽に
ご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。【相
談受付】月曜～金曜 8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
（祝日除く）【問い合わせ】財務省関東財務局　宇都宮
財務事務所☎ 028-633-6294（多重債務相談専用）
●「真岡フォークダンスサークルもめん」会員募集
　楽しく踊って健康づくりをしませんか。見学は自由
です。初心者の方大歓迎です。【練習日】毎週木曜日
19:15 ～ 21:00【ところ】真岡東小学校体育館【会費】
月額 1,000 円【問い合わせ】☎ 82-2752（福原）


