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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。
サポーターとは、何か特別なことをするの
ではなく、認知症の人や家族に対する理解
者になることです。
【とき】5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
【受講料】無料
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-8554

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
根本山でバードウォッチング根本山でバードウォッチング
　新緑の中を歩きながら、根本山の野鳥を観察します。
【とき】5月 15日（日）　※雨天中止
　午前 9時～ 11時 30分
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】双眼鏡が使える人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）先着 20人
【参加料】無料
【持ち物等】双眼鏡、歩きやすい服装、運動靴、帽子
【申し込み】5月1日（日）から電話受付電話受付
　(午前 8時 30分～　(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）

こどもバドミントン教室こどもバドミントン教室
　ラケットの握り方からゲームの仕方まで、バドミ
ントンの基礎を楽しく学びます。
【とき】5月 28日、6月 4日、11日、18日、25日（毎
　週土曜日、全 5回）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館 　【参加料】無料
【対象】市内小学4～6年生 　先着40人　
【持ち物等】ラケット、運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】5月 6日（金）受付開始
　電話（平日午前 9時～午後 5時 15分）・FAX・ 
　Eメールで申し込み。

親子ショートテニス親子ショートテニス
（プレイ＆ステイ）教室（プレイ＆ステイ）教室  
スポンジボール等を使用するショートテニスで、

テニスの基礎を学びます。
【とき】5月28日（土）～6月25日（土）
午後3時～午後5時　（毎週土曜日、全5回）

【ところ】武道体育館2階アリーナ
【対象】市内小学生とその保護者　
先着15組(30 人程度） 　【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】5月 6日（金）受付開始
電話（平日午前 9時～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（学年）を明記

親子で卓球教室親子で卓球教室
【とき】5月 21日、28日、6月 4日、11日、
　18日（毎週土曜日、全 5回）午前 10時～正午
【ところ】二宮体育館
【対象】市内小学生とその保護者 
　先着15組(30 人程度） 　【参加料】無料
【持ち物等】ラケット、運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】5月 6日 ( 金 ) 受付開始
　電話（平日午前 9時～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 ﾙは氏名・住所・電話番号、年齢(学年）、性別を明記

市民市民
講座講座   書道入門講座  書道入門講座

【とき】6月 2日、9日、16日、23日、30日
　午前 10時～正午　（毎週木曜日、全 5回）
【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 定員 25 名【対象】市内在住または勤務の方 定員 25 名
　※申し込み多数の場合は抽選となります。　※申し込み多数の場合は抽選となります。
【受講料】無料　【受講料】無料　
【持ち物】書道の道具、墨、書道用紙、新聞紙数枚【持ち物】書道の道具、墨、書道用紙、新聞紙数枚
【申し込み】4月30日（土）～5月12日（木）【申し込み】4月30日（土）～5月12日（木）
　　電話、FAX、窓口にて受付（午前8時30分～午後電話、FAX、窓口にて受付（午前8時30分～午後
　5時15分）　5時 15分）
【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）
　※FAXの場合は氏名・住所・電話番号・FAX番号
　年齢を明記

 5 月の図書館だより 5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・31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～
　「にじになったさかな」＆「ぶんぶくちゃがま」 
　〈2本だて〉 （30分）
≪映写会（大人向け）≫ 17日（火）午後2時～
　「奇跡の庭　京都・苔寺」（59分）
≪おはなしの森≫ 21 日（土）午後 2時～
≪幼児向けおはなし会≫ 27日（金）午前10時～
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/

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（動くかたつむ
　りを作ろう）」
≪三つ子の魂育成事業≫24日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪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～
　「あらしのよるに～ひみつのともだち①～」（50分）
≪映写会（大人向け）≫ 19日（木）午後2時～
　「あまちゃん　総集編　後編」（90分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
≪ 5月の休館日≫ 2・9・16・23・30日（真岡）
　2・9・15・16・23・30日（二宮）

5 月5月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 13日（金） H27年 12月 16日～H28年1月7日生

9カ月児健診 12日（木） H27年 6月 24日　     ～ 7月 14日生

1歳 6カ月児健診
20日（金） H26年 9月 21日　   ～ 10 月 11日生

27日（金） H26年 10月 12日　   ～ 10 月 31日生

3歳児健診 17日（火） H25年 4月 13日　     ～ 4月 30日生

2歳児歯科検診 30日（月） H26年 5月生

【受付時間】午後 1時 10分～ 40分
　※健診は約 2時間かかります。
【ところ】総合福祉保健センター　【持ち物】予診票、
　母子健康手帳、歯ブラシ（歯科検診）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

5 月の「子育て相談」5 月の「子育て相談」
【とき】11日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター
【内容】◆要予約：育児相談、母乳・ミルク相談、　
　子どもの栄養相談、妊婦栄養相談
　◆予約不要：身体計測
【持ち物】母子健康手帳
【問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

とちぎウーマン応援塾 2016とちぎウーマン応援塾 2016
　受講者募集　受講者募集

【とき】7月 9日（土）、16日（土）、8月 27日（土）、
　9月 10日（土）、25日（日）、10月 22日（土）
【ところ】とちぎ男女共同参画センター（パルティ内）
【対象】男女共同参画に関心を持ち、各種審議会等
　に参画する意欲のある女性　2人程度
【受講料】無料（交通費の補助あり）
【申込期間】5月 18日（水）まで
　※申込用紙は下記窓口にあります。　
【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
☎ 82-7151 FAX 83-4070

みんなのひろば
●会員募集 : 太極拳で筋肉を鍛えよう
【とき】毎週火曜日　19:30 ～
【ところ】武道体育館【問い合わせ】真岡太極拳愛好会
☎ 82-1398 ( 行川 )

料金無料
秘密厳守 5 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   10日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   10日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※5/2（月）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 10日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

10・17・24 日
各火曜日9:00～15:00

【人権相談の問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

真岡市音楽祭ボランティア募集真岡市音楽祭ボランティア募集
【とき】11月13日（日）午前9時～午後5時のうち、
　希望の時間
【ところ】市民会館 大ホール
【内容】舞台転換、誘導、観客整理、受付、場内アナ  
　ウンスなど希望の係
【申込期限】10月14日（金）まで
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課・市民会館）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

5 月5月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】１１日（水）、21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 13cm×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】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234

≪5月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

11日
(水 )   9:30 ～ 16:00

真岡市役所
市民課南側駐車場

19日
(木 )   9:30 ～ 16:30

ザ・ビッグエクストラ真岡店
（真岡ライオンズクラブ）

24日
(火 )

  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 ～ 16:40 栃木銀行 真岡支店

【問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

【ところ】久保記念観光文化交流館内 観光まちづくりセンター
まちづくりセンター

■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】1日（日）午前 11時～
【入場料】無料
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】5日（木）、19日（木）午前 10時～
【入場料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】7日（土）、21日（土）午後 2時～
【入場料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】12日（木） 、26日（木）午前 9時 30分～
【入場料】1,500 円

 5 月 5 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）

害虫駆除用散布器具害虫駆除用散布器具のの貸出貸出
　庭木に発生する毛虫等の害虫駆除用の機械器具を
無料で貸し出します。なお、器具は数に限りがあり
ますので、ご了承ください。
【期間】5月 9日（月）～10月 17日（月）
　※毎週月曜日・金曜日
　午前 8時 30分～正午（祝日を除く）
【ところ】都市計画課作業所
　（シルバー人材センター事務所西側）
【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎ 83-8724 FAX83-6240


