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　  2 月の図書館だより　  2 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≫7、14、21、28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≫ 11日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 11 日（土）午後 2時～
　「私のあしながおじさん」（90分）
≪おはなしの森≫ 18 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 21 日（火）午後 2時～
　「シャーロック」（88分）
≪幼児向けおはなし会≫ 24日（金）午前10時～
【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≫「絵本の読み聞かせ＆工作（か
　らくり貯金箱を作ろう）」11日（土）午前10 時～
≪映写会（大人向け）≫ 16日（木）午後2時～
　「軍師官兵衛　総集編　前編」（113分）
≪スタッフの読み聞かせ≫19日（日）午後2時～
≪三つ子の魂育成事業≫28日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪館長のおはなし会≫ 25 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 25日（土）午後2時30分～
　「がんばれ！ルルロロ　ふたりっていいね」（25分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

≪ 2月の休館日≫（真岡・二宮）
　6・13・20・27日

【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】5（日）、19日（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】2日（木）、16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】4日（土）、18（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】9（木）、23日（木）午前 9時 30分から
【参加料】実費負担

 2 月 2 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

≪2月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

16日
（木）

9:00 ～ 10:00 真岡警察署
10:40 ～ 11:30 真岡商工会議所
13:30 ～ 14:30 英工業
15:30 ～ 16:45 真岡信用組合本店

27日
（月）   9:30 ～ 16:00

県東健康福祉センター
栃木県芳賀庁舎
真岡土木事務所
県東環境森林事務所

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619

認知症相談認知症相談
　一人で悩まず、まずは相談してみませんか。
【とき】2月 27日（月）①午前 9時から 
　②午前 10時から ③午前 11時から
【ところ】地域包括支援センター（市役所内）
【対象】認知症で悩みの方およびそのご家族
【申し込み】下記にて電話受付
　※事前に電話申し込みが必要です。　
【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 FAX83-6335

2 月に 70 歳を迎える方へ2月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　2月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 22年 2月 28日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係、二宮支所
　福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。2月に申請された方への温泉券の交付
　枚数は 2枚（2月～ 3月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

芳賀地区真心 Station芳賀地区真心 Station
芳賀地区の障害者福祉芳賀地区の障害者福祉
サービス事業所の販売会サービス事業所の販売会
　芳賀地区の障害者福祉サービス事業所による授産
品等の共同販売を開催します。
【とき】① 2月 9日（木）午前 10時～午後 1時
　② 2月 10日（金）午前 10時～午後 1時
【ところ】イオンタウン真岡（台町2668）
【主催】芳賀地区自立支援協議会
【問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係
　☎ 83-8129　FAX83-8554

市民市民
講座講座

自分でそばを打ってみませんか自分でそばを打ってみませんか
そば打ち教室そば打ち教室

【とき】2月 25日、3月 4日、11日　
　　午前9時～正午頃　午前9時～正午頃　（毎週土曜日、全3回）
【ところ】市公民館二宮分館　調理室
【対象】市内在住または勤務の方　【対象】市内在住または勤務の方　
　先着14人　先着14人
【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】2月 7日（火）から下記窓口または【申し込み】2月 7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）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）

市民市民
講座講座

初心者の水彩画　中高年の方歓迎！初心者の水彩画　中高年の方歓迎！
静物画を描こう静物画を描こう

【とき】2月17日、24日、3月3日、10日、17日
　午前9時30分～11時30分（午前9時30分～11時30分（毎週金曜日、全5回）
【ところ】中村農村環境改善センター（中村分館）【ところ】中村農村環境改善センター（中村分館）
【対象】市内在住または勤務の方　先着15人【対象】市内在住または勤務の方　先着15人
【受講料】300 円（材料代）【受講料】300 円（材料代）
【持ち物】水彩絵の具、古タオル1枚、2Ｂの鉛筆1本【持ち物】水彩絵の具、古タオル1枚、2Ｂの鉛筆1本
　※絵の具、筆、パレット、水入れは貸し出しもあります。　※絵の具、筆、パレット、水入れは貸し出しもあります。
【申し込み】2月 7日（火）～ 10日（金）下記窓口【申し込み】2月 7日（火）～ 10日（金）下記窓口
　　または電話受付または電話受付

【申し込み・問い合わせ】市公民館中村分館
　☎ 82-2902 FAX83-6148（日・月曜・祝日休）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
小枝のクラフト小枝のクラフト

～おひなさまを作って飾ろう～～おひなさまを作って飾ろう～
　コナラの枝をノコギリで切って、かわいいミニサ
イズのおひなさまを作ります。
【とき】2月 19日（日）午前 9時 30分～正午午前 9時 30分～正午
【ところ】根本山自然観察センター　【ところ】根本山自然観察センター　※雨天決行※雨天決行
【対象】どなたでも参加可　先着 30人 （小学 4 年【対象】どなたでも参加可　先着 30人 （小学 4 年
　生以下は保護者同伴）　【参加料】無料　生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】軍手、ハサミ、カッター、木工用ボンド、【持ち物等】軍手、ハサミ、カッター、木工用ボンド、
　筆記用具、定規、ピンセット　　筆記用具、定規、ピンセット　
【申し込み】2月 5日（日）から下記にて【申し込み】2月 5日（日）から下記にて電話受付話受付
　（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】根本山自然観察センター　
　☎83-6280  FAX 83-4624  （月曜・祝日の翌日休み）

【とき】2月12日（日）午前10時～午後1時
　※栄養士による講話は30分程度で、その後、個別
　　相談ができます。
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 15人
【内容】『コレステロールが気になる方　早い！簡単！
　クッキング』　【講師】栄養士
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 5時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX83-8619

「まちなか保健室 ほっとステーション「まちなか保健室 ほっとステーション駅前館駅前館」」
健康栄養講座健康栄養講座をを開催開催しますします

災害ボランティアセンター災害ボランティアセンター
運営訓練参加者募集運営訓練参加者募集

　災害ボランティアセンターの災害時の円滑な運営
のため、運営訓練を実施しますので、ご参加ください。
【とき】2月 25日（土）午前 9時～午後 5時
【ところ】市総合福祉センター　
【内容】講義と演習　【参加料】無料
【申し込み】2月10日（金）までに、下記にて電話受付
【主催】真岡市災害ボランティア支援委員会、真岡市
　社会福祉協議会
【問い合わせ】社会福祉協議会
　☎ 82-8844　FAX82-5516

SAVE JAPAN プロジェクトSAVE JAPAN プロジェクト
白鳥観察会＆五行川クリーン大作戦白鳥観察会＆五行川クリーン大作戦
講演会「里山のタカと環境保全・街づくり」講演会「里山のタカと環境保全・街づくり」
【とき】2月 11日 ( 土 )

【対象】どなたでも参加可（小学 4年生までは保護
　者同伴）午前・午後の部各 30人ずつ
【持ち物等】昼食、飲み物、雨具、帽子、軍手、歩き
　やすい靴、野外活動に適した服装、双眼鏡など観
　察補助具（お持ちの方のみ）
【主催】真岡の自然を守る会 真岡自然観察会、NPO
　法人とちぎボランティアネットワーク、NPO法
　人オオタカ保護基金 
【その他】雨天時は、「午前の部」のみ翌日実施
【申し込み・問い合わせ】
　■NPO法人とちぎボランティアネットワーク 
　　☎ 028-622-0021　FAX 028-623-6036
　　E ﾒｰﾙ：tvnet1995@ybb.ne.jp
　■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

■午前の部 ･･･ 午前 9時 30分～正午
【ところ】大前神社から田島大橋付近
　※集合場所：大前神社西側駐車場
【内容】オオハクチョウ観察会および五行川クリーン作戦

■午後の部 ･･･ 午後 1時 30～ 3時
【ところ】大前会館（大前神社内）
【内容】講演会「里山のタカと環境保全・街づくり」
【講師】遠藤孝一（NPO法人オオタカ保護基金代表）

障がい者もあたりまえに働ける障がい者もあたりまえに働ける
雇用推進セミナー雇用推進セミナー

　障がい者を 39人雇用しているヘイコーパック㈱
を見学し、障がい者が働く姿や苦労話など、職場で
の生の声をお聞きください。
【とき】2月 17日（金）午後 2時～ 4時
【ところ】ヘイコーパック株式会社（市貝町上根1241-1）
【対象】企業の人事担当者等、障がい者支援に関わ
　る方　先着 40人　【参加料】無料
【主催】芳賀地区自立支援協議会
【問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係
　☎ 83-8129　FAX83-8554

もおかスポーツクラブもおかスポーツクラブ
スポーツチャンバラ教室スポーツチャンバラ教室
「エアーソフト剣」と称する柔らかい剣状のものを使
用して行う、現代的なチャンバラごっこスポーツです。
【とき】2月19日（日）午前9時30分～11時30分
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】小学生以上の方  先着 20人
【参加料】中学生以下 200円、高校生以上 500円
（当日会場でお支払いください）
※もおかスポーツクラブ会員の方は無料

【持ち物】頭を覆うことができる手ぬぐいまたはタオル
【申し込み】2月15日（水）までに下記窓口（平日午前
9時～午後5時15分）、電話、FAX、Eメール受付

【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　もおかスポーツクラブ（市総合体育館内）  
　☎ 84-2811  FAX84-6258
　※FAX・Eメールの場合は氏名、住所、年齢（学年）、性別を明記

第 44 回 こらぼ茶話第 44 回 こらぼ茶話
プロが教える塩麹プロが教える塩麹

　塩麴を知って健康について考え、実際に作ってみませんか。
【とき】2月 16日（木）午前 10時～正午
【ところ】二宮コミュニティセンター 研修室
【対象】市内在住または勤務・通学の方　先着20人
【参加料】500円（材料費等）　
【講師】渡辺糀店　渡辺 千春 氏　
【申し込み】下記窓口または電話受付
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522　FAX 81-5558（月・祝日休館）


