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みんなのひろば

●行政書士による無料相談会
【とき】10/1（土）14：00 ～ 16:00【ところ】二宮
コミュニティセンター【内容】行政書士が様々なお悩
みのご相談をお受けします。（例）相続の手続き、農
地に家を建てたい、商売を始めたい、など【問い合わ
せ】栃木県行政書士会芳賀支部長（綱川）☎ 0285-
84-4517
●平成 28年度自衛隊記念日観閲式実施
　10/23（日）、自衛隊記念日観閲式を陸上自衛隊朝
霞訓練場（朝霞市、新座市）で実施することに伴い、
10月上旬から訓練および予行等を開始するため、航
空機の飛行等により大きな音等が生じることがありま
す。期間中の航空機の編隊飛行予定等については、陸
上自衛隊東部方面隊のホームページでご確認くださ
い。周辺の皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、ご理
解とご協力をお願いいたします。【問い合わせ】陸上
自衛隊東部方面総監部総務部地域連絡調整課☎ 048-
460-1711、ホームページ：http://www.mod.go.jp/
gsdf/eae/

下水道いろいろコンクール作品展下水道いろいろコンクール作品展
　小・中学生の作品（ポスター・書道・新聞・作文・
標語など）を展示します。
【とき】10月 5日（水）～18日（火）午前8時30分
　～午後 9時 30分　※ 18日（火）は午後 1時まで
【ところ】二宮コミュニティセンター ホール
【問い合わせ】下水道課業務係 ☎ 83-8160  　　
　FAX83-8142

10 月の10 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）

4日･11日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム11日 10時45分～

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

5日･12日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム12日 10時45分～

子育てサロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

6日･13日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム13日 10時45分～

子育てサロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

7日･14日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム14日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（10/4・7 午後・18・
　20・土・日・祝日は除く）
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】
3日（月）午前10時45分～ 子育て健康相談
6日（木）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム
11日（火）午前10時45分～ リズムで遊ぼう
21日（金）午前10時45分～ ミニ運動会

【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】
19日（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

24日（月） 午前 11時～
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】
7・14・21・28日（金）
午前 11時～ 体育遊び

27日（木） 午前10時45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】10月 5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

真岡市健康 21プラン推進事業真岡市健康 21プラン推進事業
健康ウォーキング講演会健康ウォーキング講演会
　効果的な運動習慣の身に付け方や、ひざ・腰の痛
みの改善効果がある運動について話を聞き、実践し
てみましょう。
【とき】10月 28日（金）午後２時～３時 45分
　（受付：午後 1時 45分から）　
【ところ】二宮コミュニティセンター
【講師】NPO法人ウォーキング研究所 所長　駒崎 優 氏
【持ち物等】動きやすい服装、室内用の靴
【申し込み】下記まで電話またはメールで申し込み

【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp

初心者初心者のためののための女性水泳教室女性水泳教室
【とき】10月 6日、13日、20日、27日　
午後 1時～ 2時 30分（毎週木曜日、全 4回）

【ところ】フィールドビックスイミングスクール真岡
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着40人
【参加料】無料【持ち物等】水着、水泳帽子、ゴーグル
【注意事項】妊娠中の方、高校生は参加できません。会
場施設の駐車場は使用できません。参加者は総合体
育館など近くの市関係施設駐車場をご利用ください。

【申し込み】現在受付中、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・年齢を明記

ノンケア体操ノンケア体操（介護予防体操）（介護予防体操）
　　　指導員養成講習会　　　指導員養成講習会
　ノンケア体操は、介護予防を目的として手軽に健
康づくりをするための体操です。地域での普及を図
るため、指導員養成講習会を開催します。
【会場・日時】

二宮分館
204・205会議室

10月 12日（水）、25日（火）
11月 10日（木）
12月 7日（水）

市公民館
第5・6・7会議室

10月 21日（金）、31日（月）
11月 16日（水）、25日（金）
12月 2日（金）、12（月）

【時間】午後 1時 30分～ 3時 30分
　※上記表の全 10回の講習に参加してください。
【対象】①～④のすべてに該当する方　先着 15人
　①市内に住所を有する 40～ 70歳くらいまでの方
　②過去にこの講習会に参加したことがない方
　③区長の推薦があり、講習会修了後、地域で普及
　　できる方
　④各地区からの要請に応じて指導できる方
【講師】過去に講習会を修了し、現在、地域で指導
　されている方々
【申込方法】下記窓口に用意してある申込用紙に必
　要事項を記入し、区長印を押印した上で、下記窓
　口まで申し込み　
【申込期限】10月 5日（水）
【申し込み・問い合わせ】 いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX 83-8554
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎74-5004 FAX 74-1250

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】10月 12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 83-6335

科学教育センター 10月科学教育センター 10月のの案内案内
★プラネタリウム一般公開★
【とき】1日、8日、15日、22日、29日（毎週土曜日）
　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「3210 しゅっぱつ
　しんこうぼくらのうちゅうりょこう」
　（投影時間：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分前から観覧券販売）
【問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

【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
　青年女性会館
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】2日（日）午前11時～、16日（日）午後2時～
【参加料】無料
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】6日（木）、20日（木）午前 10時～
【参加料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】1日（土）、15日（土）午後 2時～
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】13日（木） 、27日（木）午前 9時 30分～
【参加料】実費負担

  10 月10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）

真岡市文化祭真岡市文化祭  展示各部門受付展示各部門受付
　展示各部門へ応募される方は、作品を下記の日時
に会場までお持ちください。事前申し込み不要です。

部　門 受 付 日 時 会　場
洋画・日本画 10/6(木 )

9:00
～
11:00

久保講堂盆　栽 10/20(木 )
書　道 10/27(木 )
写真・工芸 11/2(水 )

　なお、開催要項・他の部門の詳細については、市
ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

シニアのためのシニアのための
ヘルシー料理教室ヘルシー料理教室

　海鮮中華丼、レタスとしめじの中華風スープ、大
根と切昆布の酢の物、デザートを作ります。
【とき】10月 26日（水）　
　午前 9時 30分～午後 1時
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の 50歳以上の方　
　先着 24人
【参加料】600円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】10月3日（月）午前8時30分から電話受付10月3日（月）午前8時30分から電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【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 料理教室～豚まん作り～料理教室～豚まん作り～
　豚まんのほか、中華スープ、フルーツ杏仁、ピリ
辛切干大根サラダなどを手作りします。
【とき】10月 19日（水）午前 9時～正午頃
【ところ】市公民館 山前分館 調理室【ところ】市公民館 山前分館 調理室
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料】1,000 円　【持ち物】エプロン、三角巾【受講料】1,000 円　【持ち物】エプロン、三角巾
【申し込み】10月 4日（火）から電話受付【申し込み】10月 4日（火）から電話受付
　（午前 8時 30分から）　（午前 8時 30分から）
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802（日・月曜・祝日休）

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
よしもと爆笑ステージDoon！！よしもと爆笑ステージDoon！！

in  真岡in  真岡
【とき】11月 27日（日）　
　午後1時開演　午後12時 30分開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】前売り3,500円、当日4,000円
　※真岡市芸術鑑賞会員は 500 円引き。
　　ただし、市民会館での購入時に限る。
　※全席指定
　※当日券は前売りで完売しなかったときのみ販売
　※５歳以上有料、４歳以下膝上無料（お席が必要
　　な場合は有料）
【チケット発売日】◆真岡市芸術鑑賞会会員先行発売中
　◆一般発売：10月 1日（土）午前９時から
　（電話予約は午後 1時から）　※初日は一人４枚まで
【出演】村上ショージ /中川家 /ピース /平成ノブ
　シコブシほか
【プレイガイド】市民会館（文化課）窓口☎83-7731
　（日・祝日を除く 8：30 ～ 17：15）、チケット
　よしもと☎0570-550-100[Y ｺｰﾄﾞ 104655]、
　チケットぴあ☎ 0570-02-9999[P ｺｰﾄﾞ 454-006]、
　ローソンチケット、☎ 0570-084-003[L ｺｰﾄﾞ 36383]

【問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）


