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6 月の6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）

6日・13日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム13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）

7日・14日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム14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）

8日・15日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム15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）

9日・16日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム16日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（1 日・20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】
8日（木） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム
13日（火） 午前10時45分～ リズムで遊ぼう
23日（金） 午前10時45分～ オピママと遊ぼう
29日（木） 午前10時45分～ 育児講座（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】
5日（月） 午前10時45分～ 健康相談
7日（水） 午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム
21日（水） 午前10時45分～ 育児講座（フラダンス）

【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（金）、9日（金）、16日（金）、
23日（金）、30日（金）
午前 11時～

体育遊び

22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】6月 7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・相談先】市内保育所、認定こども園等

6 月の図書館だより6 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≫６、１３、２０、２７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≫ 10日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 10 日（土）午後 2時～
　「こねこのピッチ」（31分）
≪おはなしの森≫ 17 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 20 日（火）午後 2時～
　「真昼の決闘」（85分）
≪幼児向けおはなし会≫ 23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≫1日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫「絵本の読み聞かせ＆工作（楽
　器を作ろう）」10日（土）午前10 時～
≪映写会（大人向け）≫ 15日（木）午後2時～
　「命のビザ～六千人のユダヤ人を救った日本領事
　の決断～」（115分）
≪スタッフの読み聞かせ≫17日（土）午後2時～
≪館長の読み聞かせ≫ 24 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 24日（土）午後2時30分～
　「ミッフィーのおじいさまとおばあさま」全 8編（35分）
≪三つ子の魂育成事業≫27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

6 月の休館日6月の休館日 （真岡・二宮）５、12、19、26日

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】6月 15日（木）受付：午前 9時 45分
　教室：午前 9時 50分～ 11時 15分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 28 年 11・12 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】6月2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

第53回第 53回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】5月28日（日）午前8時～10時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【内容】かつお、人気の銀鮭、甘くておいしいスイカ、
　メロン、春の旬の野菜、果物、魚の販売　ほか
【出店者募集】開放デーで一緒にお菓子や雑貨など
　を販売してみませんか。詳しくは下記までお問い
　合わせください。
【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会 
　☎ 82-8585  FAX 84-0225

「まちなか保健室」で「まちなか保健室」で
健康講座健康講座を開催しますを開催します

「ミュージック健康法～歌って楽しく「ミュージック健康法～歌って楽しく
元気いっぱい～」（田町館）元気いっぱい～」（田町館）

【とき】5月31日（水）午後1時30分～2時30分
【講師】岡倉ゆかり 氏
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【対象】お子さまから大人まで　先着 15人　

「健康的な生活を送るための献立」（駅前館）「健康的な生活を送るための献立」（駅前館）
【とき】6月4日（日）午前10時～正午　【講師】栄養士
【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　
【申し込み】ほっとステーション田町館
　☎ 080-8096-9918（受付：午前 9時～午後 4時）
　ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

料金無料
秘密厳守 6 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
行政相談 行政への意見 ･要望 13日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※6/2（火）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 13日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

6、13、20、27 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  6日（火）  9:30 ～11:30

【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

親子料理教室親子料理教室
「作っちゃおう！ぎょうざ・「作っちゃおう！ぎょうざ・
しゅうまい・肉だんご！！」しゅうまい・肉だんご！！」
　餃子、シューマイ、肉だんご、コロコロポテトサラダ、
みかんゼリーを作ります。
【とき】６月10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 24人　　　
【参加料】大人600 円、子供 500 円（材料費として）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭きタオル、子ども
　用上履き　　　
【申し込み】5月26日（金）午前8時 30 分から下記
　にて電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122  FAX83-8619 

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき水中運動教室いきいき水中運動教室

参加者募集参加者募集
　水の浮力を利用し、肩・腰の痛みを改善しませんか。
参加者の 9割が水中運動の効果を実感しています。
【とき】7月 5日～ 8月 23日
　午前 9時～ 10時　（毎週水曜日、全 8回）
【ところ】井頭温泉 バーデプール
【対象】65歳以上で、本プログラムに初めて参加する方
　20人程度
【申し込み】下記にて電話受付電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【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 FAX83-6335

科学教育センター 6月科学教育センター 6月のの案内案内
★プラネタリウム一般公開★

【とき】3日、10 日、17 日、24 日（毎週土曜日）
　①午前 11時から ②午後 1時 30分から　
　※途中入場不可（投影時間約 50分）
【内容】当日の星座解説、番組「星の見える丘」
【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）
　※17日、24日は県民の日協賛事業により無料公開

★天体観望会★
　天体望遠鏡を使って、月や惑星、ジョンソン彗星
を観察します。
【とき】① 2日（金） ② 30日（金）
　午後 7時 30分～ 8時 30分
【対象】どなたでも可（小学生以下は保護者同伴）
　各日先着 20組程度。　【参加料】無料
【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】① 5月 29日（月）～ 31日（水）
　② 6月 26日（月）～ 28日（水）
　下記にて電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
【問い合わせ】科学教育センター　☎ 83-6611 

【問い合わせ】市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

　伝統の真岡もめんの着物を着て、門前地区をまち
あるきしてみませんか。
　着付けのみのコースの他、イタリアンレストラン
「Trattoria COCORO」のランチが付いたコースや観光物
産館で使えるお土産用金券の付いたコースもあります。
【とき】6月 11（日）
【申し込み】6月 9日（金）午後 3時までに下記ま
で申し込みください。　
　※詳しくは、観光協会ホームページをご覧ください。

真岡市健康 21プラン推進講演会真岡市健康 21プラン推進講演会
カロリー制限から入らない！！カロリー制限から入らない！！
メタボ予防メタボ予防～時間栄養学を活用して～～時間栄養学を活用して～

【とき】６月27日（火）午後2時～3 時 45 分
　（受付：午後1時 45 分から）
【ところ】市民会館小ホール　
【対象】市内在住在勤の方　300人　【入場料】無料
【講師】（有）クオリティライフサービス　田中 裕子 氏
　（管理栄養士、健康運動指導士 、食コンサルティン
　グプロデューサー）
【申し込み】6月20日（火）までに、下記窓口または
　電話受付（午前 8 時 30 分から）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122  FAX83-8619 

6/1「人権擁護委員の日」6/1「人権擁護委員の日」
特設人権相談所特設人権相談所を開設しますを開設します
　6月1日は「人権擁護委員の日」です。
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、地域の
みなさんから人権についての相談を受けたり、人権
の考えを広める活動をしている民間ボランティアです。
　「人権擁護委員の日」に合わせ、特設人権相談所
を開設します。
　人権擁護委員が人権に関する相談に応じます。ど
んなことでも結構です。秘密は厳守しますので、安
心してご相談ください。

【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎81-6943  FAX83-8554

【とき】6月1日（木）午後 5時～7時
【ところ】①青年女性会館 2階会議室
　②二宮コミュニティセンター201会議室
【相談料】無料　【申し込み】不要

三つ子の魂育成事業三つ子の魂育成事業

平成29年度平成29年度 子どもフェスティバル 子どもフェスティバル
　手遊び、エプロンシアター、大型絵本、親子製作、 
親子体操などを行います。
【とき】５月27日（土）午前10時30分～11時30分
【ところ】第一子育て支援センター　※雨天決行
【対象】就学前の親子　【参加料】無料
【申し込み】事前申込不要。当日、第一子育て支援
　センターへお越しください。
【問い合わせ】第一子育て支援センター 
　☎ 84-1545 （FAX兼用）


