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　  1 月の図書館だより　  1 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≫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
≪館長の読み聞かせ≫ 14日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 14 日（土）午後 2時～
　「七つの海のティコ」（90分）
≪おはなしの森≫ 21 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 17 日（火）午後 2時～
　「猫侍　南の島へ行く」（85分）
≪幼児向けおはなし会≫ 27日（金）午前10時～

　新春！かるた大会新春！かるた大会
　かるたを知って、実際に遊んでみましょう。参加
賞もあります。
【とき】1月 7日（土）午後 2時～ 4時
【ところ】市立図書館　2階会議室
【対象】5歳以上～小学生　先着 12人
【申し込み】現在受付中。
　午前 9時から下記窓口または電話受付

　豆まき＆おはなし会 in 真岡豆まき＆おはなし会 in 真岡
　図書館で豆まきをして福を招きましょう。おはな
し会も開催します。
【とき】1月 29日（日）午後 1時 30分から
【参加料】無料
【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≫「絵本の読み聞かせ＆工作（た
　こを作って飛ばそう）」14日（土）午前10 時～
≪スタッフの読み聞かせ≫15日（日）午後2時～
≪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
≪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～
　「うっかりペネロペ　たくさんおぼえたよ編」（35分）
≪映写会（大人向け）≫ 19日（木）午後2時～
　「カワイイ私の作り方」　（90分）

　豆まき＆おはなし会 in 二宮豆まき＆おはなし会 in 二宮
　節分に関係した本の読み聞かせと、豆まきを行います。
【とき】1月 29日（日）午前 10時 30分から
【参加料】無料
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

≪ 1月の休館日≫（真岡・二宮）
　1・2・3・16・23・30日

1 月1月のの女性がん集団検診女性がん集団検診
　市で行う健診 (集団・人間ドック・施設）は、い
ずれか年度内 1回の受診となります。新規の方は
予約が必要です。
【受付】午後 1時～ 1時 45分

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
25 日（水） 総合福祉保健センター
17日（火） 二宮コミュニティセンター
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診
（頸がん検査） 40歳以上全員

400円

②乳がん検診
（超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 400 円

骨密度検診 同日に①・②を
受診する方 100円

【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

市民市民
講座講座
      プロ直伝      プロ直伝
  みそづくり講座  みそづくり講座

【とき】1月 21日（土）
　午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）【ところ】市公民館大内分館（大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住または勤務の成人の方　先着 70人【対象】市内在住または勤務の成人の方　先着 70人
【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾等頭にかぶるもの【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾等頭にかぶるもの
【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）
【申し込み】1月 6日（金）午前 8時 30分から【申し込み】1月 6日（金）午前 8時 30分から電話受付話受付
 【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704  FAX 83-6147（日・月曜・祝日休）

【申し込み・問い合わせ】市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
  ガイドツアー【1 月】ガイドツアー【1 月】
日　時 集合場所 ガイド内容

1月 11日（水）
10:00 ～ 11:30 大前神社

『大前神社コース』
1500 年有余の歴史を誇
る大前神社について学
ぶツアーです。

1月 28日（土）
10:00 ～ 11:30

久保記念
観光文化
交流館

『門前今昔コース』
昭和レトロな雰囲気の
門前地区。料亭や芸者
置屋などがあった頃を
振り返りながら、今と
昔を感じましょう。

　※開始時間の 10分前までに集合 　
【募集人数】各回 20人 
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】開催日前日までに下記へ申し込み

【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】15（日）午前 11時から 
【参加料】無料
■押し絵教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】19（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】7日（土）、21（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】12（木）、26日（木）午前9時 30分から
【参加料】実費負担

 1 月 1 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【申し込み・問い合わせ】市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

下水道管には下水道管には
油を流さないでください油を流さないでください
　ご家庭ではてんぷら油や油の残りなどを直接下
水道に流さないでください。流し台や排水口に油を
流すと、敷地内の排水管の中で油が冷えて固まり、
管の詰まりや悪臭の原因になります。
　食用油は古布や新聞紙等に染み込ませ、可燃ごみ
として捨ててください。また、敷地内の排水ますや
管を定期的に（少なくても年１回
程度）点検し、油分やゴミを除去
する等清掃を行ってください。
　皆さんで、油による排水管の詰
まりを防ぎましょう。

【申し込み・問い合わせ】
　下水道課維持係　☎ 83-8162　FAX83-8142

1 月の1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 1日～3日、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 1日～3日、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）

10日･17日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム17日 10時45分～

子育てサロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

11日･18日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム18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）

12日･19日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム19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）

13日･20日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム20日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（1・2・3・24・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】
12日（木）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

18日（水）午前10時45分～
育児講座「あいあい」
（親子で楽しくストレッチ
＆リズムたいそう）

【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】
11日（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

23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】
11日（水）、13日（金）
20日（金）、27日（金）
午前 11時～

体育遊び

26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】1月 4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

健診を受けそびれた方もまだ間に合います健診を受けそびれた方もまだ間に合います
生活習慣病健診生活習慣病健診をを追加実施追加実施
　以下の日程で追加健診を実施しますので、まだ健
診がお済でない方は、ぜひこの機会に受診してくだ
さい。※人間ドッグを受診した方は除きます。
　◆1月24日（火）、25日（水）：総合福祉保健センター
　◆1月 26日（木）：二宮コミュニティセンター
【受付時間】午前 8時～ 10時
【検診の内容】①特定健診 ②胃がん検診 ③肺がん検診 
　④大腸がん検診 ⑤前立腺がん検診
【対象】※いずれも市内在住の方が対象
　① :40 歳以上の方（国民健康保険加入者）
　②～④ :40 歳以上の方 ⑤ :50 歳以上の男性
【費用】①無料（国民健康保険加入者のみ）、② 400円、
　③～⑤ 100円
【定員】各日先着 200人
【申し込み】1月 18日（水）までに、下記にて電話、
　FAX、メールで受付

【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

市民市民
講座講座

    男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業　　
「男のNON手間料理教室」「男のNON手間料理教室」

　手間をかけずにお腹いっぱい、おいしい料理作り
を楽しみましょう。初心者の男性大歓迎です。
【とき】1月 21日 ( 土 )　午前10 時～正午
【ところ】市公民館調理室
【対象】市内在住、在勤の成人男子　定員20人
　※定員を超えた場合は抽選
【参加料】1,000 円（材料費）
【申し込み】1月10日（火）までに下記にて電話受付
　（午前 8 時 30 分～午後 5時15 分）　
 【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係 
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

みんなのひろば
●必ずチェック　最低賃金　使用者も、労働者も  
栃木県最低賃金は、2016/10/1 から時間額 775 円
に改正発行されています。栃木県内の特定最低賃金は、
2016/12/31 から以下の通り改正発行されます。『塗
料製造業：時間額 904 円』、『はん用機械器具、生産
用機械器具、業務用機械器具製造業：時間額 851 円』、
『電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情
報通信機械器具製造業：時間額 851 円』、『自動車・
同付属品製造業：時間額 856 円』、『計量器・測定器・
分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機
械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造
業、医療用計測器製造業、時計・同部品製造業：時間
額 851 円』、『各種商品小売業：時間額 817 円』【問
い合わせ】栃木労働局労働基準部賃金室☎ 028-634-
9109、FAX028-632-6585、最寄の労働基準監督署


