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  筋力トレーニング教室【中級男性】筋力トレーニング教室【中級男性】
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。
【とき】11月 21日（月）　午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般男性で、過去に
　本プログラムの「初級」に参加された方　先着10人
【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、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。
【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

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

　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】  12 ～ 1月コース：40人　
【ところ】 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り運動したいと考えている方
【申し込み】下記へ電話・Eメールで申し込み。申
し込んだ方は、11 月 30 日（水）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 第 21 回 第 21 回 真岡市音楽祭真岡市音楽祭

　合唱・吹奏楽・太鼓など、子どもから大人まで真
岡市内の音楽団体が日頃の練習の成果を発表します。
【とき】11月 13日（日）午前 9時 30分開演
　（午前 9時開場）
【ところ】市民会館大ホール
【入場料】無料（整理券は必要ありません）
【出演団体】くれない太鼓（西真岡保育園和太鼓研
　究会）、オカリーナもおか、小学校合同金管バンド、
　真岡女子高等学校合唱部、真岡工業高等学校音楽
　部、真岡ウインドオーケストラほか
【問い合わせ】
　真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

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】11月 16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 11月科学教育センター 11月のの案内案内
★プラネタリウム一般公開★
【とき】5日、12日、19日、26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「3､2､1､0 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）
★天体観望会★
【とき】14日（月）午後6時 30分～ 7時 30分
【定員】先着約 30人（小学生以下は保護者同伴）
【内容】天体望遠鏡を使用し、スーパームーンの写真
　を撮ります。　【参加料】無料
【持ち物】防寒具、懐中電灯、コンパクトカメラ（必
　要に応じて）
【申込期間】11月 7日（月）～ 9日（水）
　※電話での申し込みが必要です。
【問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

いきいき元気料理教室いきいき元気料理教室
～高齢者の低栄養予防～～高齢者の低栄養予防～

 ピーマンと豚肉の炒め物、煮やっこ、もやしとと
ろろ昆布のサラダ を作ります。
【とき】11月28日（月）　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 65歳以上の方　先着 24人
【参加料】1人 600 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】現在受付中現在受付中
【主催】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

親子料理教室親子料理教室
～親子でお弁当をつくろう～～親子でお弁当をつくろう～

　生地から作るあつあつピザ、コンソメスープ、ヨー
グルトパフェを作ります。
【とき】12月3日（土）　午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の小学生とその親または祖父母　
　先着 30人
【参加料】大人 600円、子ども 500円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、子ども用上履き
【申し込み】11月7日（月）午前8時30分から電話受付11月7日（月）午前8時30分から電話受付
【主催】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
　※教室の前々日、前日に都合が悪くなった場合、
　　090-7264-3883（会長：山口）までご連絡ください。

第23回第23回  真岡地区公民館まつり真岡地区公民館まつり
【とき】11月 13日（日）　※雨天決行
　午前 9時 30分～午後 1時 30分ごろ
【ところ】青年女性会館　【駐車場】久保講堂南側駐車場
【内容】地域芸能発表会、地域物産店、抽選会
【抽選会】午後 1時開始予定。抽選会に参加するに
は、真岡地区内のご家庭に配布したチラシに付いて
いる抽選引換券を切り取ってお持ちください。

　（抽選券の引き換え受付は、午前 9時 30 分開始
の開会式終了後から午後 0時 30分まで）

【問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781　FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

　  11 月の図書館だより　  11 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≫８、１５、２２、２９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≫ 12日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 12 日（土）午後 2時～
　「ミッフィーのゆめ」（35分）
≪おはなしの森≫ 19 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 15 日（火）午後 2時～
　「綾小路きみまろ あれから 40年！」（69分）
≪幼児向けおはなし会≫ 25日（金）午前10時～
　講談社全国訪問おはなし隊がやってくる講談社全国訪問おはなし隊がやってくる
　絵本がたくさんのったキャラバンカー見学とおは
なし会を行ないます。
【とき】27日（日）
　キャラバンカー見学：午後 2時 30分～ 3時
　おはなし会：午後 3時 10分～ 3時 40分
【参加料】無料　【申し込み】不要
【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
≪キャンドルの会≫12日（土）午前10 時～
　「絵本の読み聞かせ&工作（木登りさる）をつくろう」
≪スタッフの読み聞かせ≫ 20日（日）午後2時～
≪三つ子の魂育成事業≫22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≫ 26日（土）午後2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 26日（土）午後2時30分～
　「ピノキオ」（88分）
≪映写会（大人向け）≫ 17日（木）午後2時～
　「極北ラプソディ 前編」　（73分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286
≪ 11月の休館日≫
　7・14・21・28（真岡・二宮）

ぬくもり ふれあい むすびあいぬくもり ふれあい むすびあい
第23回第23回  山前地区公民館まつり山前地区公民館まつり

【とき】11月13日（日）午前9時から　※雨天決行
【ところ】市公民館山前分館（山前農村環境改善センター）
【内容】芸能発表会、作品展示（午前9時から）、地域
物産店（午前10時から）、カレーライス無料配布（午
前11時から）

【問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802 （日・月曜・祝日休）

介護予防いきいき体操教室介護予防いきいき体操教室
～筋力トレーニング編～～筋力トレーニング編～

　筋トレマシンを使用し、筋力をつけて膝痛を改善
しましょう。無理なく続けられるよう、スタッフが
指導します。
【開始日】① 12月 5日（月） ② 7日（水） ③ 8日（木）、
　④9日（金）午後2時～3時（開始日を含む全12回）
【ところ】iFitness（井頭温泉内）
【対象】以下の条件を満たす市民の方　先着各 4人
　◇ 65歳以上で、介護保険サービス対象外の方
　◇この教室に初めて参加する方
【申し込み】下記にて電話受付
【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

参加者募集参加者募集
五行川クリーン大作戦五行川クリーン大作戦

　五行川の河川敷清掃と秋の水辺で見られる野鳥を
観察します。
【とき】11月 19日 ( 土 )
　午前 9時 30分～午後 0時 30分
　※雨天決行
【集合場所】市役所南側駐車場
【対象】どなたでも参加可（小学4年生
　以下は保護者同伴）先着30人
【持ち物等】飲み物、雨具、帽子、軍手、野外活動
　に適した服装・靴、双眼鏡（ある方のみ）
【申し込み・問い合わせ】
　◆認定NPO法人とちぎボランティアネットワーク　   
　（担当：矢野、徳山）☎028-622-0021 FAX028-623-6036
　◆市公民館真岡西分館 真岡の自然を守る会事務局
 　☎ 84-6781　FAX 84-6936 

市民市民
講座講座 おやつ作り教室おやつ作り教室
　絵本の読み聞かせと、米粉のロールケーキを作ります。
【とき】12月 10日（土）午前 9時 30分～正午頃
【ところ】市公民館 二宮分館 調理室【ところ】市公民館 二宮分館 調理室
【対象】市内在住の小学生　先着14人【対象】市内在住の小学生　先着14人
　（小学 3 年生以下は保護者同伴）　（小学 3年生以下は保護者同伴）
【受講料】350 円（材料代として）【受講料】350 円（材料代として）
【持ち物】エプロン、三角巾、泡立て器（お持ちの方のみ）【持ち物】エプロン、三角巾、泡立て器（お持ちの方のみ）
【申し込み】11 月 8 日（火）から下記窓口または【申し込み】11 月 8 日（火）から下記窓口または
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　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】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

認知症講演会認知症講演会
『今日からはじめる認知症予防』『今日からはじめる認知症予防』
～楽しく声を出して脳を活性化しよう～～楽しく声を出して脳を活性化しよう～
【とき】12月 11日（日）午後1時30分～3時 30分【とき】12月 11日（日）午後1時30分～3時 30分
【ところ】市公民館小ホール　【ところ】市公民館小ホール　
【対象】認知症に関心のある市民、医療・福祉・介【対象】認知症に関心のある市民、医療・福祉・介
　護等の関係者　【参加料】無料　護等の関係者　【参加料】無料
【講師】NPO法人スリーA 増田 末知子氏【講師】NPO法人スリーA 増田 末知子氏
　※認知症を描いた映画「折り梅」のモチーフになっ認知症を描いた映画「折り梅」のモチーフになっ
　　た予防デイサービス所長。「あかるく・あたま　　た予防デイサービス所長。「あかるく・あたま
　　をつかって・あきらめない」という認知症予防　　をつかって・あきらめない」という認知症予防
　　策「スリーA」を提唱しています。　　策「スリーA」を提唱しています。
【申し込み】下記にて電話受付　【申し込み】下記にて電話受付　
　※定員になり次第、受付終了　※定員になり次第、受付終了
【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

みんなのひろば
●年金の予約相談
　全国の年金事務所で予約相談を実施しています。申
し込みは、「年金ダイヤル」☎0570-05-1165【実施時間】
月曜日～金曜日8:30～ 16:00。希望日の1ヶ月前から
前日まで受け付けます。ご連絡の際は、基礎年金番号
の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

【とき】11月 19日（土）
　①午後 2時から ②午後 6時 30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】2時間
【出演】佐々木蔵之介、深田恭子　
　西村雅彦、陣内孝則ほか
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円 　※H28芸術鑑賞会会員 無料
　※全席自由　※チケットは当日でも購入可　

映画映画「超高速！参勤交代
 リターンズ」

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070


