
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/

ちゃれんじもおかちゃれんじもおか
バーデ deエクササイズバーデ deエクササイズ
体験教室参加者募集体験教室参加者募集

　自由参加型のバーデプール教室です。水中ウォー
キングや音楽に合わせ楽しく体を動かし、無理なく
シェイプアップ、筋力アップができます。
【募集コース】  ① 9～ 10月コース：40人 
　②10～ 11月コース：40人　※1月まで毎月実施予定
【ところ】 真岡井頭温泉内バーデプール
【内容】2ヶ月間でバーデプールレッスンを 5回、　
　自由に選んで参加　
【対象】30～ 64歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・
　コレステロールなどが気になる方で、運動したい
　と考えている方　
【申し込み】①か②のコースを選び、下記へ電話・
Eメールで申し込み。申し込んだ方は、①は 8月
31 日（水）までに、②は 9月 30 日（金）まで
に下記窓口までお越しください。事業の説明およ
び参加パスポートをお渡しします。

　※お一人様、年 1回 1コースの参加
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619 E ﾒｰﾙ kenkou@city.moka.lg.jp 

みんなのひろば
●平成 28年度下水道排水設備工事責任技術者試
験講習会、模擬試験および試験のお知らせ
【とき】試験講習会・模擬試験：9/29( 木 )10:00 ～
17:00、試験：10/25( 火 )14:00 ～ 16:00【ところ】
コンセーレ（宇都宮市駒生 1-1-6）【申込書】公益財
団法人とちぎ建設技術センター、市下水道課維持係で
配布予定【申込期間】8/1（月）～ 8/31( 水 ) ※当日
消印有効【申し込み・問い合わせ】（公財）とちぎ建
設技術センター企画開発部研修課☎ 028-626-3187
●下水道排水設備工事責任技術者更新講習会
　10/19（水）：佐野文化会館（佐野市浅沼町 508-
5）、11/1（火）：大田原市ふれあいの丘（大田原市福
原 1411-22）、11/10（木）：栃木県教育会館（宇都
宮市駒生 1-1-6）、11/13（日）：コンセーレ（宇都宮
市駒生 1-1-6）　【講習時間】各日 14:00 ～ 16:00【申
込期間】8/1（月）～ 8/31（水）※当日消印有効　
申込用紙は、公益財団法人とちぎ建設技術センターか
ら本人宛に発送済【対象】現在有資格者で、今年度末
が期限の方または昨年度末で失効した方【問い合わせ】
市下水道課維持係☎ 0285-83-8162、（公財）とちぎ
建設技術センター☎ 028-626-3187
●正社員の雇用を考えてみませんか？
　全国一斉に「正社員実現キャンペーン」（6月～8月）
を実施し、正社員雇用の拡大、正社員転換の促進を図っ
ています。また、栃木県労働局・ハローワークでは平
成 9月～ 10月に「正社員就職強化月間」を実施しま
す。詳しくは、栃木労働局ホームページまたは最寄の
ハローワークへお問い合わせください。
【ハローワーク真岡】☎ 0285-82-8655

第 2 回第 2 回  歴史教室開催歴史教室開催
　　今年度のテーマは、「芳賀の有力者と庶民の生活」です。今年度のテーマは、「芳賀の有力者と庶民の生活」です。
【とき】8月6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【参加料】無料
【講師】元二宮町史編さん専門委員　大嶽 浩良 氏
【演題】「真岡地方の世直し一揆」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

第 3 回歴史教室のお知らせ
【とき】9月10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】栃木県考古学会会長　橋本 澄朗 氏
【演題】「勝道上人」（仮題）
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

　  8 月の図書館だより　  8 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・30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
≪館長の読み聞かせ≫ 13日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 13日（土）午後2時～
　「フランダースの犬」（90分）
≪おはなしの森≫ 20 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 16 日（火）午後 2時～
　「渥美清の泣いてたまるか」（97分）
≪幼児向けおはなし会≫ 26日（金）午前10時～

第 9 回　図書館寄席第 9 回　図書館寄席
【とき】8月 7日（日）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市立図書館　【出演】真岡落語研究会の皆さん
【入場料】無料　【定員】なし
【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≫ 4日（木）午前10時～
≪スタッフの読み聞かせ≫ 21日（日）午後2時～
≪三つ子の魂育成事業≫23日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪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～
　「ななみちゃん 6 流れ星の夜」（40分）
≪映写会（大人向け）≫ 18日（木）午後2時～
　「中国の不思議な役人 他」　（59分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

≪ 8月の休館日≫ 1・8・15・22・29（真岡・二宮）

8 月の8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 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 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） 2日･9日（火）午前9時～正午

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター） 10日･17日（水）午前9時～正午

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

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

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（8/5・23・土・日・祝日は除く）
子育て広場：午前 9時～正午
　　　　　　午後 1時～ 3時

【第一子育て支援センターの行事予定】
4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（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

22日（月） 午前11時00分～
トライフル（シルバーサ
ロンとの交流事業）
～童謡を一緒に歌いま
しょう～

【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】
26日（金）午前 11時～ 体育遊び

【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】8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
真岡ふたば幼稚園いちごの杜保育園  ☎ 81-0515
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 高ノ台幼稚園 ☎82-2325
真岡ひかり幼稚園 ☎ 82-3982 萌丘幼稚園 ☎84-2622
★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
にじいろ保育園  ☎ 81-5022

8 月8 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】6日（土）、31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・勤務の方、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 

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】8月 18日（木）午前 10時～ 11時 15分
　（開始 5分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成28年 5月生まれの乳児と
　その保護者　先着 15組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「産後のママの体のケア」ほか
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】8月 5日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

市民市民
講座講座 古典『徒然草』を読む古典『徒然草』を読む

【とき】9月 2日～ 11月 11日（各金曜日、全 10回）
　午前 10時～正午　【ところ】市公民館 午前 10時～正午　【ところ】市公民館 
【対象】市内在住または勤務の成人の方　40人程度【対象】市内在住または勤務の成人の方　40人程度
【受講料】1,140 円（岩波文庫『徒然草』）【受講料】1,140 円（岩波文庫『徒然草』）
　※お持ちの方は購入不要　※お持ちの方は購入不要
【申込期間】7月29日 (金 )～8月19日（金）【申込期間】7月29日 (金 )～8月19日（金）
　　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※受講者本人が申し込みください。　※受講者本人が申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151  FAX 83-4070（日曜日・祝日休）

科学教育センター夏休み科学教育センター夏休みのの案内案内
夏休みセンター特別公開夏休みセンター特別公開

【一般公開期間】7月 31日（日）～ 8月 7日（日）
【開館時間】9:00 ～正午、13:00 ～ 16:00
★スライムづくり★
　【とき】8月2日(火)：時間帯Ａ、8月4日(木)：時間帯Ｂ
★発泡入浴剤づくり★
　【とき】8月2日 (火 )：時間帯Ｂ、8月4日 (木 )：時間帯Ａ
★化石レプリカづくり★
　【とき】8月 6日（土）、7日（日）
　　各日 時間帯Ｂ
≪スライム・発泡入浴剤・化石レプリカづくり共通事項≫
　【整理券】午前の部…8:50 ～、午後の部…12:50 ～
　【入場券】午前の部…9:10 ～、午後の部…13:10 ～
　【定員】各回最大15人(小学3年生以下は保護者同伴)
　【参加料】1人 50円
★ものづくり教室★
　【とき】8月1日（月）：午前「ぐるぐるランド」、午後「きらり万華鏡」
　3日（水）：午前「フライングカップ」、午後「ペンギンバンク」
　5 日（金）：午前「ぷるぷるカー」、午後「くじゃっきー」
　各日 午前：時間帯Ａ、午後：時間帯Ｂ
　【定員】各回最大15人(小学3年生以下は保護者同伴)
　【参加料】無料

上記共通 【時間帯】上記共通 【時間帯】
時間帯Ａ：時間帯Ａ： ① 9:40 ～ ② 10:30 ～ ③ 11:20 ～① 9:40 ～ ② 10:30 ～ ③ 11:20 ～
時間帯Ｂ：時間帯Ｂ： ① 13:40 ～ ② 14:30 ～ ③ 15:20 ～① 13:40 ～ ② 14:30 ～ ③ 15:20 ～
★簡単ものづくり体験★簡単なおもちゃを作ります
　【とき】期間中毎日　① 9:00 ～ 11:30
　 ② 13:00 ～ 15:30　【参加料】無料
★ミニショー★バブルモンスター
　【とき】期間中毎日 15:30 ～【参加料】無料

夏休みのプラネタリウム夏休みのプラネタリウム
【とき】期間中毎日　① 11:00 ～ ② 13:30 ～
【内容】当日の星座解説、新番組「ノーマン･ザ･スノーマン」当日の星座解説、新番組「ノーマン･ザ･スノーマン」
【観覧料】高校生以上 200円、中学生以下 100円、
　3歳以下無料
【申し込み・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 体幹トレーニング講座体幹トレーニング講座

【とき】9月 1日、8日、15日、29日、10月 6日、
　13日、20日、27日（各木曜日、全 8回）
　午前 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　20人程度（申し込み【対象】市内在住または勤務の方　20人程度（申し込み
　　多数の場合は抽選）　多数の場合は抽選）　【受講料】無料【受講料】無料
【持ち物等】ヨガマット（お持ちの方）、汗拭きタオル【持ち物等】ヨガマット（お持ちの方）、汗拭きタオル、、
　飲み物、動きやすい服装　飲み物、動きやすい服装
【申込期間】7月 29日（金）～ 8月 3日（水）電話、【申込期間】7月 29日（金）～ 8月 3日（水）電話、
窓口またはFAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）窓口またはFAXにて受付（午前8時30分～午後5時15分）
　※ FAXの場合は、参加者全員の氏名（ふりがな）、　※ FAXの場合は、参加者全員の氏名（ふりがな）、
　住所、電話番号、年齢（学年等）、性別を明記　住所、電話番号、年齢（学年等）、性別を明記

【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）

山の日は、根本山においでよ！山の日は、根本山においでよ！
【根本山しぜん体験教室】樹液に集まる虫を観察しよう【根本山しぜん体験教室】樹液に集まる虫を観察しよう
【とき】8月11日（木）①午前9時～10時30分
　 ②午後2時～3時30分　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター　【参加料】無料
【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）　各回先着30人
【持ち物等】長袖、長ズボン、帽子、飲み物
【申し込み】7月30日（土）午前8時30分から電話受付

特別な野鳥クラフト特別な野鳥クラフト
　オオルリ、フクロウ、カワセミなど野鳥 37種の
クラフトが作れます。所要時間は1つ1時間程度です。
【とき】8月 11日（木）午前 9時～午後 2時 30分
【参加料】無料　【申し込み】随時受付
【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・祝日の翌日休み）


