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4 月の図書館だより4 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≫4、11、18、25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≫ 8日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 8 日（土）午後 2時～
　「コルボッコロ」（30分）
≪おはなしの森≫ 15 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 18 日（火）午後 2時～
　「プロジェクトＸ挑戦者たち　桜ロード巨木輸送
　作戦」（43分）
≪幼児向けおはなし会≫ 28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
≪ひばりの会による読み聞かせ≫6日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫「絵本の読み聞かせ＆工作（吹
き矢をつくってまとにあてよう）」8日（土）午前10時～
≪スタッフの読み聞かせ≫16日（日）午後2時～
≪映写会（大人向け）≫ 20日（木）午後2時～
　「モダン・タイムス」（83分）
≪映写会（子ども向け）≫ 22日（土）午後2時30分～
　「こばんざくら」「きたきつねのしあわせ」の２本
　立て（計３０分）
≪館長の読み聞かせ≫ 22 日（土）午後 2時～
≪三つ子の魂育成事業≫25日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

4 月の休館日4月の休館日 （真岡・二宮）3・10・17・24日

40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！

4 月の集団健診4月の集団健診
　都合のよい日・会場を選んで受診しましょう。日
程変更・新規申し込みの方は、予約が必要です。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。
≪生活習慣病健診≫　【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
17 日（月）、18日（火）
26日（水） 総合福祉保健センター

24日（月） 市公民館真岡西分館
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方

健診の種類健診の種類 対象者対象者 自己負担金自己負担金
特定健診 40～74歳で国保加入 無料後期高齢者健診 75歳以上
胃がん検診

40歳以上

400円

肺がん検診 100円
（たん検査あり300円）

大腸がん検診 100円
前立腺がん検診 50歳以上の男性 100円

肝炎ウィルス検診 40歳の方および5歳刻みで
41～71歳になられる方 無料

【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

～春の草花で彩ろう～～春の草花で彩ろう～
ハンギングバスケット講座ハンギングバスケット講座

　ハンギングバスケットとは、根付きの草花をス
リットバスケットの中に植え込み、
掛ける、吊るすなどの方法で、お
庭の無い方でも季節の花々を楽し
める空中花壇です。
【とき】4月 22日（土）
　午後 1時 30分～ 4時
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【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】3,500 円（材料代）【受講料】3,500 円（材料代）
【持ち物等】汚れてもいい服装（エプロン）、帽子（持っ【持ち物等】汚れてもいい服装（エプロン）、帽子（持っ
ている方のみ）ている方のみ）

【申し込み】4月 1日（土）から電話または FAXに【申し込み】4月 1日（土）から電話または FAXに
て受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）て受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（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  
野の花をつみに行こう野の花をつみに行こう
in 鬼怒水辺観察センターin 鬼怒水辺観察センター
　春の水辺は、野の花のお花畑。身近な草花をつん
で観察し、最後は飾って楽しみます。
【とき】4月15日（土）　午前9時30分～11時30分
　※雨天中止
【ところ】鬼怒水辺観察センター
【対象】どなたでも参加できます。（小学 4年生以下
　は保護者同伴）先着 30人　【参加料】無料
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、運動靴、レジャー
シート、クラフトばさみ
【申し込み】4月1日（土）午前8時30分から電話受付
【問い合わせ】根本山自然観察センター
　☎83-6280　FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休み）

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】4月 12日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館　第 1会議室　【受講料】無料
【対象】講座内容に関心のある市民の方　
【その他】受講者には、テキスト、オレンジリング
　を無料進呈
【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

4 月の4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・地域サロン開設日】

と　こ　ろ   開設日・時間
第一子育て支援センター
（こっこひろば）

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
（ぴよぴよひろば）

月～金（土・日・祝日は除く）
午前 9時～午後 5時

地域サロン大内分館
（大内農業構造改善センター）

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

地域サロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター）

12日･19日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム19日 10時45分～

地域サロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

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

地域サロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

14日･21日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム21日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（3 日・18 日、25 日の
午後、28日、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～ 健康相談
11日（火） 午前10時45分～ リズムで遊ぼう
13日（木） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

【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】
12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】
7日（金）・14日（金）
21日（金）・26日（水）
午前 11時～

体育遊び

25日（火）午前 10時～ こどもの日集会
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

離乳食教室 離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方

【とき】4月 20日（木）
　受付：午前 9時 45分
　教室：午前 10時～ 11時 15分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 28 年 9・10 月生まれで、離乳食が
始まっているお子さんと保護者　先着 20 組

【内容】講話「2回食に向けての進め方」（試食あり）
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】4月7日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】
健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121 FAX83-8619

市民市民
講座講座 朗読・ボイストレーニング朗読・ボイストレーニング
　初心者向けに『魅力のある声とことばを目指して』
をテーマに学習します。
【とき】5月 9日、16日、23日、30日、
　6月 6日、20日（各火曜日、全 6回）
　午後 1時 30分～ 3時　午後 1時 30分～ 3時
【ところ】青年女性会館 　【受講料】無料【ところ】青年女性会館 　【受講料】無料
【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員20人【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員20人
　　※定員超えの場合は抽選※定員超えの場合は抽選
【申し込み】3月 31日（金）～４月 21日（金）【申し込み】3月 31日（金）～４月 21日（金）
　下記にて電話受付（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）
　　※受講者本人が申し込みください。※受講者本人が申し込みください。
【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）

【ところ】観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内 ）
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】2（日）午前11時から
　16日（日）午後2時から
　※16日（日）のみ市民会館 小ホール
【参加料】無料
■押し絵教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】6日（木）、20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】1日（土）、15（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】13（木）、27日（木）午前 9時 30分から
【参加料】実費負担

 4 月 4 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

【とき】6月25日（日）午後2時開演　
　1時30分開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 2,500 円
　※真岡市芸術鑑賞会会員 500円引
　（市民会館販売分に限る）
　※未就学児入場不可
【チケット発売日】
　■一般：4月 16日（日）午前 9時から
　　（市民会館の電話予約は午後 1時から）
　■芸術鑑賞会会員：4月13日（木）午前9時から
【入場券販売所】
　市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30～17:15）
　FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店2階 
　☎028-657-6534、チケ探（http://ticketan.net/）
　パソコン、スマートフォンから予約・購入できます。
　クレジットカード決済可（発券はセブンイレブンま
　たはファミリーマート）。セブンイレブンでは決済
　と発券の両方ができます。

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

　真岡市民会館自主事業　真岡市民会館自主事業  劇団わらび座劇団わらび座ミュージカルミュージカル

　　「KINJIRO！本当は「KINJIRO！本当は
　　面白い二宮金次郎」　　面白い二宮金次郎」

イノシシイノシシのの駆除駆除をを実施実施
　農作物被害防止のために、イノシシの駆除を実施
しますので、ご理解とご協力をお願いします。
【期間】4月1日（土）～平成 30 年 3月 31日（土）
　※駆除を実施しない期間：7月 21 日（金）～ 8
　　月 31日（木）、9月 20日（水）～ 26日（火）
【ところ】根本山周辺、小貝川東部地区（青谷、君島、
　南高岡、道祖土、三谷、水戸部、阿部岡）
【内容】わなを主体とした駆除です。わなの近くに
　表示板やわな表示票がありますので、付近では十
　分ご注意ください。
【問い合わせ】ＪＡはが野真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　　　　　　 ＪＡはが野二宮地区営農センター ☎74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137  FAX83-6208

平成29 年度戦没者慰霊祭開催
地区 とき ところ  ※（  ）内は雨天時
二宮
地区

４月 12日（水）
午後1時 30分～ 生涯学習館 多目的ホール

中村
地区

４月 13日（木）
午前 10時～

中村小学校内忠魂碑前
（中村農村環境改善センター体育館）

真岡
地区

4月 13日（木）
午後1時 30分～

真岡市城山公園敷地内忠魂碑前
（真岡市付属体育館）

大内
地区

4月 14日（金）
午前 10時～

大内資料館敷地内忠魂碑前
（大内農業構造改善センター体育館）

山前
地区

4月 14日（金）
午後1時 30分～

山前小学校内忠霊塔前
（山前農村環境改善センター体育館）

ご来場の際は「戦没者慰霊祭案内通知」を持参ください。
【問い合わせ】
　社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943 FAX83-8554


