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バスで行くスキー教室 バスで行くスキー教室 
【とき】2月 14日（日）
　午前 5時 15分 総合体育館前集合
【ところ】会津高原たかつえスキー場
　（福島県南会津町）
【対象】市内在住または勤務の方  先着 35人
　※小学生以下は保護者同伴
　（講習会は小学生以上、未就学児はそり遊び）　
【参加料】小学生以上 2,000 円、幼児 500円
　（保険代含む、リフト代別）
【申し込み】1 月 24 日（日）までに現金を添えて
　イリエスポーツへ直接申し込みください（電話不可）。
　1月 25日（月）以降のキャンセルは、キャンセル
料 50％がかかります。

【申し込み】イリエスポーツ（台町） ☎ 82-2786
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811

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

≪英語おはなし会≫
　12・19・26日（火）、午前10 時～
　 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　9日（土）午後2時～
　　「くるみ割り人形」（80分）
　●大人向け　19日（火）午後 2時～
　　「冬構え」（100分）
≪館長の読み聞かせ≫ 9日（土）午後1時30分～
≪おはなしの森≫ 16 日（土）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
≪キャンドルの会≫ 9 日（土）午前 10時～
　絵本の読み聞かせ、工作（紙のおすしを作ろう）
《スタッフの読み聞かせ》19日（火）午後2 時～
《三つ子の魂育成事業》
　絵本の読み聞かせ　26日（火）午前10時30分～
《ひげ館長の読み聞かせ》23日（土）午後2 時～
≪映写会≫●子ども向け　23日（土）午後2時30分～
　　「ヘンゼルとグレーテル」（46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
≪1月の休館日≫ 真岡・二宮　4、18、25日

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122　FAX83-8619

　下記の日程で追加健診を実施します。まだ健診がお
済みでない方は、ぜひこの機会に受診してください。
■総合福祉保健センター
　1月 26日（火）・27日（水）
■二宮コミュニティセンター　1月 28日（木）
【共通事項】
受付時間：午前8時～午前10時まで

　健診内容：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：各日先着200人
料金：特定健診（国民健康保険加入者は無料）　
　　　胃がん健診400円
　　　その他がん健診100円
申込期限：平成28年 1月14日（木）まで
予約方法：電話、FAXまたはメールで申し込み

生活習慣病健診生活習慣病健診
追加健診追加健診をを実施 受診者募集実施 受診者募集

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

【とき】1月 15日（金）午後 6時 30分～ 8時
【ところ】市民会館 小ホール
【定員】300人※下記窓口で整理券を配布しています。
【演題】「声の持つ様式美～ベルカント唱法って？～」
【講師】声楽家 片岡 真理 氏 　【参加料】無料
【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731　FAX83-4070

科学教育センター1月科学教育センター1月のの案内案内
★天体観望会★　※電話申込が必要です
　天体望遠鏡を使って、月やすばるを観察します。
【とき】15日（金）午後 5時 30分～ 6時 30分
【対象】先着 30人（小学生以下は保護者同伴）
【参加料】無料
【持ち物】防寒具、懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】1月12日（火）・13日（水）
★プラネタリウム一般公開★
【とき】16日、23日、30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、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  FAX 83-6211

みんなのひろば
●「2016マロニエメイツ」募集
　緑化推進運動や栃木県のイメージアップ活動などで
活躍する明るくフレッシュな方を募集します。【募集
人員】3 人【応募資格】県内在住の満 18 歳以上の方
（高校生は除く※平成 28 年 3 月末日までに卒業見込
みの高校生は可）【応募方法】履歴書に写真（応募者の
正面全身が写ったもの）を添えて下記へ送付。【募集
期限】1 月 29 日（金）まで【審査方法】2/28（日）
13:30 から栃木県総合文化センター（宇都宮市本町
1-8）において面接審査【問い合わせ】公益社団法人
とちぎ環境・みどり推進機構「2016 マロニエメイツ」
募集係 〒 321-0974 宇都宮市竹林町 1030-2 ☎ 028-
643-6801 FAX028-643-6802 ホームページ http://
www.t-kms.sakura.ne.jp/
●第11回真岡市長杯将棋大会開催
【とき】1 月 24 日（日）9:00 ～ 9:45 受付【ところ】
青年女性会館【参加資格】将棋の好きな方ならどなた
でも参加できます。【会費】一般 1,500 円、小学生およ
び中学生 1,000 円（賞品、飲み物、昼食代含む）【対戦
方法】棋力別（自己申告）によるA,B,C のクラスおよ
び小学生のクラスに分かれての総平手戦【賞品】優勝者・

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】2月 2・9・16日（毎週火曜日・全 3回）
　午前 10時～ 11時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着20人
【参加料】無料
【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】1月 13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。
【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

　  １月１月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】16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

市民市民
講座講座

～誰でも最初は初心者です～～誰でも最初は初心者です～
手打ちうどん講座手打ちうどん講座

【とき】1月 23日、30日（各土曜日、全 2回）
　午前 9時～正午　※ 1回のみの参加もできます。
【ところ】市公民館真岡西分館 調理室
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料受講料】1回 800 円（材料代）（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭き用タオル、持
　ち帰る入れ物（パック等）
【申し込み】1月 12日（火）午前 8時 30分から電話
　または窓口で申し込みください。
 【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）

市民市民
講座講座
     　プロ直伝     　プロ直伝
  みそづくり講座  みそづくり講座

【とき】1月23日（土）　午前9時30分～正午
【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住または勤務の成人の方　先着 50人【対象】市内在住または勤務の成人の方　先着 50人
【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん用タオル【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん用タオル
【申し込み】1月 8日（金）午前8時 30分から【申し込み】1月 8日（金）午前8時 30分から電話受付話受付
 【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704  FAX 83-6147（日・月曜・祝日休）

正月太りもすっきり解消！正月太りもすっきり解消！
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  
　去年よりも体重が増えた、血圧が年々高くなって
いる、糖尿病予備群と言われた。そんな方にぴった
りなセミナーです。健康的に脂肪を燃焼しましょう。
【とき】1月 25日、2月 8日、22日、3月 7日
　午前 9時～ 11時 30分（各月曜日・全 4回）
【ところ】井頭温泉チャットパレス 研修室
【対象】下記のいずれかに該当する 40～ 64歳まで
の市民の方 先着 25人

　①去年よりも体重が増加した方（おおむね＋3kg以
　上）、おなか周りが気になる方

　②血圧・コレステロール・血糖値
　などのデータが高い方

【講師】井頭温泉フィットネスインス
トラクター、管理栄養士

【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

　※持ち物等の教室の詳細については申込み後通知発送
【申し込み】1月 12日（火）～ 20日（水）
　午前 8時 30分から受付  ※定員になり次第締切
【申し込み・問い合わせ】E ﾒｰﾙ kenkou@city.moka.lg.jp
健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

第 39 回 こらぼ茶話第 39 回 こらぼ茶話
挫折しない ギター入門講座挫折しない ギター入門講座
【とき】1月 19日（火）午後 2時～ 4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、通学の方　先着10人
【講師】Moka Hawaiians 阿部 敏夫 氏
【参加料】無料
【持ち物等】アコースティックギター
【申し込み】電話または窓口でお申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　（月・祝日休館）☎ 81-5522　 FAX 81-5558

1 月に 70 歳を迎える方へ1月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券が利用できますが利用できます

　1月に 70 歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 21年 1月 31日以前に生まれた方）　
【ところ】福祉課高齢者福祉係、二宮支所福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（交付窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。1月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 3枚（1月～ 3月分）です。
【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係
　☎ 83-8195　FAX82-2340

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】1月 14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

準優勝者と 3位には賞状および賞品が授与されます。
【問い合わせ】真岡市将棋連合会 ☎ 090-7282-9119
（三澤）
●平成27年度「とちぎの企業！魅力体験バスツアー」
　栃木県では、県内企業に就職を希望している学生
（大学・短大・高専・専修学校等）および学校卒業後
3年以内の未就職卒業者を対象に「とちぎの企業！魅
力体験バスツアー」を開催します。【日程・見学企業】
◆ 2/5（金）：社会福祉法人 蓬愛会 ケアプラザ而今
（高齢者福祉施設）、株式会社下野新聞社（日刊新聞
発行業）、株式会社 東京インテリア家具（小売業 家
具専門店）◆ 2/8（月）：株式会社エイム（プラスチッ
ク製品製造業）、株式会社カワチ薬品（小売業 ドラッ
グストア）【参加料】無料 ※ただし、集合・解散場
所までの往復交通費および昼食代は自己負担【申し
込み】ホームページ（http://www.tochigi-work2.
net/）から参加申込書を印刷し、必要事項を記入の上、
下記まで FAX または郵送で申し込みください。【問
い合わせ】〒 320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20 栃木
県産業労働観光部 労働政策課雇用対策担当 ☎ 028-
623-3224 FAX 028-623-3225


