
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/

第 27 回第 27回
真岡市地域公民館芸能発表会真岡市地域公民館芸能発表会
　伝統芸能や創作芸能を地域の皆さんが熱演しま
す。ぜひ、応援に来てください。
【とき】1月 31日（日）午前 9時開場、10時開演 午前 9時開場、10時開演 
【ところ】市民会館　大ホール　【入場料】無料【ところ】市民会館　大ホール　【入場料】無料
【出演順序】【出演順序】
　　☆第 1 部☆ ① 10:25 西田井中央 ② 10:35 熊
倉 ③ 10:45 田町第一 ④ 10:55 下清水 ⑤ 11:05
加倉 ⑥ 11:15 新石町 ⑦ 11:25 大中内北山 ⑧
11:35 根本川西 ⑨ 11:45 南高岡 ⑩ 11:55 間木
堀 ⑪ 12:05 大谷　※ 13:00 まで休憩 

　　☆第 2部☆ ① 13:00 田町第五 ② 13:10 東郷 ③
13:20 下籠谷 ④ 13:30 高間木 ⑤ 13:40 寺久保 
⑥ 13:50 根本西根 ⑦ 14:00 長田 ⑧ 14:10 古山 
⑨ 14:20 台町 ⑩ 14:30 東大島 ⑪ 14:40 田町 
⑫ 14:50 西郷第四 ⑬ 15:00 春来町 ⑭ 15:10 西
田井岡 ⑮ 15:20 高勢町 ⑯ 15:30 旭町・東光寺

【その他】とん汁の無料配布（300 食）、芸能発表【その他】とん汁の無料配布（300 食）、芸能発表
　会終了後お楽しみ抽選会を実施します。　会終了後お楽しみ抽選会を実施します。
【問い合わせ】生涯学習課☎ 82-7151（日曜・祝日休み）

歯ブラシひとつで、歯周病を予防する教室歯ブラシひとつで、歯周病を予防する教室
歯っぴースマイルセミナー歯っぴースマイルセミナー
　笑顔のアンチエイジングには、お口の健康が欠か
せません。若々しく素敵な口元を保つには、正しい
ブラッシングとお口の体操が効果的です！
　参加者には、歯科衛生士おすすめの歯ブラシを
プレゼント！
【とき】2月 24日（水）午後 1時 30分～ 3時
　（10分前から受付）　【ところ】総合福祉保健センター
【対象】40～ 74歳の市民の方  先着 20人
【内容】①お口の健康とアンチエイジング（講話）
　②正しいブラッシング（実践）
　③スマイル美人健口（けんこう）体操
【持ち物】歯ブラシ、ハンドタオル
【申し込み】下記へ電話で申し込み。
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

市民市民
講座講座 尺八を吹こう尺八を吹こう

【とき】2月 13日、20日、27日、3月 5日、12日【とき】2月 13日、20日、27日、3月 5日、12日
　（各土曜日、全5回）午前9時30分～11時30分　（各土曜日、全5回）午前9時30分～11時30分
【ところ】市公民館中村分館【ところ】市公民館中村分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着 10人【対象】市内在住または勤務の方　先着 10人
【受講料】５00 円（テキスト代）【受講料】５00 円（テキスト代）
【持ち物】尺八　※お持ちでない方は練習用の尺八【持ち物】尺八　※お持ちでない方は練習用の尺八
　を貸し出します。　を貸し出します。
【申し込み】2月 2日（火）～ 6日（土）【申し込み】2月 2日（火）～ 6日（土）電話受付話受付
　（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】市公民館中村分館
　☎ 82-2902  FAX 83-6148  （日・月・祝日休）

2 月の2月の
子育て支援センター＆サロン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（2/11、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（2/11、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）

2日･16日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム16日10時30分～

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

3日･17日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム17日10時30分～

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

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

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

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

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（2/16、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】
1日（月）午前 10時 45分～ 子育て健康相談・身体測定
4日（木）午前 10時 45分～ 三つ子のふれあいタイム
9日（火）午前 10時 45分～ リズムで遊ぼう
19日（金）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】
10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】
5・12・19・26日　午前11時～ 体育遊び
3日（水）午前 10時～ 豆まき集会
25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】2月 3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

2 月の図書館だより2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≫
　2・9・16・23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　13日（土）午後1時30分～
　　「がんばるもん　げんきげんきノンタン」（32分）
　●大人向け　16日（火）午後 2時～
　　「チャップリンのすべて」（116分）
≪館長の読み聞かせ≫ 13日（土）午後1時30分～
≪おはなしの森≫ 20 日（土）午後 2時～
≪スタッフの読み聞かせ≫ 26日（金）午後3時～
☆第 3回リサイクルフェア☆
　除籍扱いとなった書籍や絵本、雑誌などを無料提
　供します。
　※当日はマイバックをご用意ください。
　【とき】2月 28日（日）午前 10時～午後 3時
　　※整理券の配布時間：午前9時30分から
　【ところ】真岡市立図書館　2階会議室
【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≫4日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫13日（土）午前10 時～
　【内容】絵本の読み聞かせ、工作（はっしゃ台を作ろう）
《三つ子の魂育成事業》
　絵本の読み聞かせ　23日（火）午前10時30分～
《ひげ館長の読み聞かせ》27日（土）午後2 時～
《映写会》（子ども向け）27日（土）午後2時30分～
　「かわいいミッフィー」（35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
≪2月の休館日≫ 真岡・二宮　1、8、15、22、29日

　青少年の健全な育成を目指し、講話に基づいた意見
交換をします。今回は、大野氏を招き「夢を持ってい
きたい、共にいきたい」をテーマに講演いただきます。
【とき】2 月4日（木）午後6時開場、6時30分開会
【ところ】青年女性会館　２階ホール
【演題】「夢に向かって　一緒に走ろう」
【講師】一般財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ
ジャパン　事務局長　大野寿子 氏

【申し込み】電話またはFAX、下記窓口で申し込み。
【申し込み・問い合わせ】8:30 ～17:00（日曜・祝日休）
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX 83-4070

真岡っ子をみんなで真岡っ子をみんなで
育てようフォーラム育てようフォーラム

科学教育センター2月科学教育センター2月のの案内案内
★プラネタリウム一般公開★
【とき】6日、13日、20日、27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

真岡市ファミリー・サポート・センター真岡市ファミリー・サポート・センター
提供会員（子育て支援員）研修提供会員（子育て支援員）研修
　真岡市ファミリー・サポート・センターは、「子育
ての手助けをしてほしい方（依頼会員）」と「子育て
のお手伝いをしたい方（提供会員）」が会員となり、
育児の相互援助を行う組織です。
　提供会員として活動するためには、栃木県で実施
する子育て支援員研修（基本および専門）を受講し
た後に、真岡市ファミリー・サポート・センターに会
員登録していただくことになります。
【基本研修】県南か県北のいずれかを選択
　◆県南会場：2月 7日（日）、11日（木・祝）
　　9:00～14:20　国際ティビィシィ小山看護専門学校
　◆県北会場：2月 7日（日）、14日（日）
　　9:00～ 14:20　国際自動車・ビューティ専門学校
【専門研修】①～④全ての日程に参加
　①2月22日(月) 9:00～16:00 ②25日(木) 9:00
～15:50 ③ 29日(月 ) 9:00 ～14:10 ④ 3月13日
(日) 9:00 ～16:50　　栃木県青年会館

【申し込み】1月31日（日）まで
　TBC 福祉教育センター子育て支援員研修事務局
へ申込用紙の郵送、FAX、またはTBC のホーム
ページからの入力により申し込みください。

　※申込用紙は市児童家庭課窓口で配布、真岡市ファミ
　リー・サポート・センターのＨＰからダウンロードできます。

　※定員がありますので、お早めにお申し込みください。
【その他】会員登録方法、事業内容については、市
　児童家庭課までお問い合わせください。
【研修の申し込み】
　TBC 福祉教育センター子育て支援員研修事務局
　☎ 028-651-2171  FAX 028-614-8502
【会員登録方法・事業内容についての問い合わせ】
　真岡市ファミリー・サポート・センター
　（児童家庭課内）☎ 83-8131 FAX 82-2340
　（開設時間）月～金曜日　午前8時30分～午後5時

みんなで楽しむみんなで楽しむ
第4回第4回  ショートテニス教室ショートテニス教室  

【とき】2月20日（土）午前10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】第1回～第3回のいずれかの教室に参加された方
先着 30人　【参加料】無料

【持ち物等】運動のできる服装、
体育館シューズ、タオル、飲み物

【申し込み】2月 3日（水）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（学年）を明記

市民市民
講座講座 飾り巻き寿司講座飾り巻き寿司講座
　3種類の飾り巻き寿司を作ります。
【とき】2月20日（土）午後1時30分～3時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館 調理室
【対象】市内在住または在勤の方　先着 20人
【受講料受講料】1,000 円程度（3 種類飾り巻き寿司材料代）（3 種類飾り巻き寿司材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭き用タオル、持
　ち帰り用の容器、巻きす（お持ちの方のみ）
【申し込み】2月 2日（火）から電話受付
　（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  FAX 84-6936（月・日曜・祝日休）

「市民のつどい」開催「市民のつどい」開催
　工藤敬子氏をお招きして、近年の育児事情ととも
に、お孫さんの心を育てるための声掛けなどのコミュ
ニケーションスキルをお伝えします。
【とき】2月 14日（日）
　午後 1時 30分から（午後 1時開場）
【ところ】真岡市民会館 小ホール
【内容】子育ての失敗を孫育てに生かす！
　「育じい、育ばあのハッピーコミュニ
　ケーションセミナー」
【講師】コミュニケーション＆ワーク・ライフバランス
コンサルタント　有限会社　フェードイン　代表取
締役　工藤　敬子 氏

【入場料】無料
【主催】真岡市女性団体連絡協議会
 【問い合わせ】8:30 ～17:00（日曜・祝日休）
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX 83-4070

　　
みんなのひろば

●必ずチェック 最低賃金 使用者も 労働者も
　栃木県最低賃金は平成 27年 10 月 1日から時間額
751 円に、栃木県内の 6の産業の特定最低賃金は平
成 27 年 12 月 31 日から時間額が改正発効されてい
ます。詳しくは、栃木県労働局労働基準部賃金室また
は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせいただく
か、栃木県労働局のホームページでご確認ください。
【問い合わせ】栃木県労働局労働基準部賃金室☎ 028-
634-9109


