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みんなで楽しむみんなで楽しむ
第2回第2回  ショートテニス教室ショートテニス教室  

【とき】11月 19日（土）午前 10時～正午
【ところ】二宮体育館（堀込 1000 番地）
【対象】市内在住の小学生以上　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】現在受付中。下記にて電話（平日午前
9時～午後5時15分）・FAX・Eメールで申し込み。

11 月11 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 17日（木） H28年 6月 23日　     ～ 7 月 12日生

9カ月児健診
10日（木） H27年 12月 21日平成28年～1月12日生

25日（金） H28年 1月 13日　   ～ 2 月 6日生

1歳 6カ月児健診
11日（金） H27年 3月 26日　   ～ 4月 14日生

18日（金） H27年 4月 15日　   ～ 4月 30日生

3歳児健診 15日（火） H25年 10月 9日　   ～ 10 月 31日生

2歳児歯科検診 28日（月） H26年 11月生

4歳児歯科検診

  1 日（火）
  9 日（水）
16日（水）
21日（月）
29日（火）

平成 23 年 4 月 2 日
～

平成 24年 4月 1日生

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
　※ 4歳児歯科検診：午後 1時 15分～ 2時
【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）、健やか親子21設問票（4カ月・１歳6カ月・
　3歳健診対象者のみ）、タオル（歯科検診のみ）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

11 月の「マタニティ・子育て相談会」11 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】9日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター

育児相談

要予約母乳・ミルク相談
子どもの栄養相談
妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【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

第 5 回第 5 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】11月5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】壬生町立歴史民俗資料館学芸員　君島 利行 氏
【演題】「史跡車塚古墳の発掘調査から見えてきたこと
　～構築方法と謎の埴輪～」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

市民市民
講座講座

今年の年越しそばは自分で作ろう！今年の年越しそばは自分で作ろう！

そば打ち教室そば打ち教室
【とき】◆二宮分館：12月 2日、9日、16日　
　　午前 9時～正午頃　　　午前 9時～正午頃　（毎週金曜日、全 3回）
　◆西分館：12月 3日、10日　午前 9時～正午頃　◆西分館：12月 3日、10日　午前 9時～正午頃
　　（毎週土曜日、全2回）　　　（毎週土曜日、全2回）　※両分館とも1回のみの参加可※両分館とも1回のみの参加可
【対象】市内在住または勤務の方　先着各回14人ずつ【対象】市内在住または勤務の方　先着各回14人ずつ
【内容】そば打ち（打ったそばは持ち帰ります )【内容】そば打ち（打ったそばは持ち帰ります )
【受講料】1回 800 円 ( 材料代 )【受講料】1回 800 円 ( 材料代 )
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、そばを持ち帰る容器【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、そばを持ち帰る容器
【申し込み】11 月 1 日（火）から【申し込み】11 月 1 日（火）から電話または窓口話または窓口
　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　で受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】
　◆市公民館二宮分館☎74-0107 FAX74-0187
　◆市公民館西分館☎ 84-6781 FAX84-6936
　　（両館とも日・月曜・祝日休）

20162016サンタサンタのの贈贈りり物物募集募集
　ご家庭で用意していただいたプレゼントをサンタ
クロースが皆さんの自宅へお届けします♪
　☆今年は 12月 24 日（土）にお届けします！
【対象】市内在住の小学１年生以下のお子さんが
　いる家庭 　先着 100件
【申込期間】10月 28日（金）～ 11月 11日（金）（金）～ 11月 11日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時（日曜・祝日除く）・祝日除く）
【申込方法】専用の申込用紙 (市公民館および各分
館に用意、市ホームページからもダウンロード可 )
に必要事項を記入し、下記へ直接お持ちください。
電話・FAX・Eメールでの受付はできません。
※プレゼントの受付は12月に入ってからです。申し
込みの際にお持ちにならないよう、ご注意ください。
■「サンタの贈り物」配達ボランティア募集！
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きません
か。詳細は下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】「サンタの贈り物」実行委員会事務局
　生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

認知症カフェ「カフェ里」認知症カフェ「カフェ里」
　認知症の悩みやケア方法など相談してみませんか。
【とき】11月 9日（水）午前 10時～ 11時
【ところ】グループホームきぬの里
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも参加可
【内容】認知症サポーター養成講座、相談など
【参加料】100円（おいしいコーヒーつき）
【申し込み】下記にて電話受付
【申し込み・問い合わせ】
　グループホームきぬの里 ☎ 83-5355 
　いきいき高齢課地域支援係 ☎83-8132 FAX83-6335 

11 月の11 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）

8日･15日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム15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）

9日･16日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム9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）

10日･17日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム17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）

11日･18日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム18日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（14・15・16・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】
8日（火）午前10時45分～ リズムで遊ぼう
10日（木）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

25日（金）午前10時45分～ 育児講座「あいあい」
（楽しくふれあい遊び）

【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】
7日（月） 午前10時45分～ 健康相談

28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～

30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】
2日（水）・4日（金）・9日（水）・
11日（金）・18日（金）
午前 11時～

体育遊び

24日（木）午前10時 45分～ 三つ子のふれあいタイム

29日（火） 午前 11時～ 栄養士の先生とほっとな
ひととき

【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】11月 2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

　 11月 11月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】2日（水）、26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・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

芳賀郡市医師会市民公開講座芳賀郡市医師会市民公開講座
講演会『食物アレルギーの今と未来』講演会『食物アレルギーの今と未来』
【とき】11月 13日（日）午後 1時～ 3時【とき】11月 13日（日）午後 1時～ 3時
【ところ】生涯学習館　【参加料】無料【ところ】生涯学習館　【参加料】無料
【講師】獨協医科大学越谷病院 呼吸器・アレルギー【講師】獨協医科大学越谷病院 呼吸器・アレルギー
　内科教授 杉山 公美弥 氏　内科教授 杉山 公美弥 氏
【問い合わせ】
　芳賀郡市医師会 ☎ 82-3185　
　健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946 FAX83-8619

中村地区公民館まつり開催中村地区公民館まつり開催
【とき】11月6日（日）午前9時30分から
【ところ】中村農村環境改善センタ－　
【内容】芸能発表、模擬店、中村小吹奏楽部の特別
　演奏、カレーライスの無料配布（600 食）など
【問い合わせ】中村農村環境改善センター
　 ☎ 82-2902 FAX83-6148

第28回真岡市社会福祉大会講演会第28回真岡市社会福祉大会講演会
「地域でつくる市民の幸せのシナリオ」「地域でつくる市民の幸せのシナリオ」
【とき】11月9日（水）午後2時30分から
【ところ】市民会館小ホール　
【講師】茨城大学教育学部特任准教授 長谷川 幸介氏
　ゲストスピーカー： 外岡 仁氏　【入場料】無料
【申し込み】不要。当日、会場へお越しください。
【問い合わせ】社会福祉協議会☎82-8844 FAX82-5516

【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
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】6日（日）、20日（日）午後 2時から
【参加料】無料
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】3日（木）、17日（木）午前 10時から
【参加料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】5日（土）、19日（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】10日（木） 、24日（木）午前 9時 30分から
【参加料】実費負担

  11 月11月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【問い合わせ】市観光協会  ☎ 82-2012 （FAX兼）

もおかスポーツクラブもおかスポーツクラブ
みんなで楽しむ みんなで楽しむ ウォークラリーウォークラリー

【とき】11月 27日（日）午前 8時 30分集合　
　※荒天中止　【集合場所】総合運動公園陸上競技場
【コース】総合運動公園陸上競技場を発着とした山
　前地区を歩くコース
【対象】小学 1年生から高齢者の方まで　先着 40人
　（小学生参加の場合は、必ず保護者同伴）
【参加料】大人：300円、中学生以下：200円　
【申し込み】11月 24日（木）までに下記まで電話
　（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）または
　ＦＡＸ・Eメールで申し込み。
【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課
　Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp☎ 84-2811  FAX84-6258
※FAX・Eメールの場合は氏名・住所・電話番号、学年（年齢）、性別を明記

(C)SUPERKIDS

チケット明日発売開始！！チケット明日発売開始！！
「音楽の絵本～ズーラシアンブラス＆弦うさぎ～」「音楽の絵本～ズーラシアンブラス＆弦うさぎ～」
【とき】平成 29年 1月 29日（日）午後 2時開演
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定
　◆大人 2,000 円  
　◆小人（高校生以下）1,500 円 
　◆親子ペア販売（大人 1枚、小人 1枚）3,000 円
　※ 3 歳以下膝上無料（お席が必要な場合は有料）
【プレイガイド】市民会館（文化課）窓口☎83-7731、
　スーパーキッズチケットセンター（http://superkids.
　co.jp/ticket/）、FKD インターパーク 2F チケッ
　トぴあ☎ 028-657-6534
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・祝日休）

(C)SUPERKIDS


