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市民市民
講座講座 「子ども絵画講座」「子ども絵画講座」
　道具の使い方や構図の基本を学びながら、作品製　道具の使い方や構図の基本を学びながら、作品製
作を通して絵画に親しみましょう。作を通して絵画に親しみましょう。
【とき】8月 3日、17日、24日（各木曜日、全 3回）【とき】8月 3日、17日、24日（各木曜日、全 3回）
　午後 1時 30分～ 4時　午後 1時 30分～ 4時
【ところ】市公民館真岡西分館　【受講料】無料【ところ】市公民館真岡西分館　【受講料】無料
【対象】市内在住または通学している小学 3 年生～【対象】市内在住または通学している小学 3年生～
　中学生　30人　　中学生　30人　※申し込み多数の場合は抽選※申し込み多数の場合は抽選
【持ち物】絵の具セット（学校で使用しているもの）、【持ち物】絵の具セット（学校で使用しているもの）、
　鉛筆、消しゴム、雑巾、新聞紙、飲み物、手拭き、　鉛筆、消しゴム、雑巾、新聞紙、飲み物、手拭き、
　汗拭き用タオル　　汗拭き用タオル　※持ち物には必ず名前を記入※持ち物には必ず名前を記入
【申し込み】6月30日（金）～7月6日（木）【申し込み】6月30日（金）～7月6日（木）
　下記窓口、電話、FAX 受付（午前 8 時 30 分～　下記窓口、電話、FAX 受付（午前 8 時 30 分～
　午後 5時 15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）

～一般介護予防事業～～一般介護予防事業～
いきいき体操教室いきいき体操教室

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た体操教室です。初めての方
でも、無理なく続けられるよう、スタッフが指導します。
【とき】 ①8月1日から毎週 火曜日（12:00～13:00）
　　　 ②8月1日から毎週 火曜日（15:30～16:30）
　　　 ③8月3日から毎週 木曜日 （12:00～13:00）
　　　 ④8月3日から毎週 木曜日（15:30～16:30）
　※全 8回　※申込順に受講日時を決定
【ところ】カーブス真岡荒町店（オータニ荒町店内）
【対象】先着 2人ずつ
　65歳以上の女性で本プログラムに初めて参加する方
【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

第1回歴史教室の開催第1回歴史教室の開催
　　今年のテーマは「下野の中世を紐解く」です。参加今年のテーマは「下野の中世を紐解く」です。参加
は自由ですので、ぜひご参加ください。は自由ですので、ぜひご参加ください。
【とき】7月 1日（土）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市民会館　小ホール
【講師】金沢文庫 元文庫長　永村　眞　氏
【演題】「親鸞聖人と高田専修寺について（仮）」
【申し込み】事前申込不要。当日会場にお越しください。

第2回歴史教室
【とき】8月5日（土）※時間、会場は上記と同様
【講師】県立上三川高等学校校長　松本 一夫 氏
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

真岡の自然を守る会真岡の自然を守る会
鬼怒川・小貝川クリーン鬼怒川・小貝川クリーン
大作戦と自然観察会大作戦と自然観察会

　真岡の自然を守る会では、7月8日に開催される、
「鬼怒川・小貝川クリーン大作戦」に参加して河川敷
の清掃と自然観察会を行います。お手伝
いいただける方のご協力をお願いします。
【とき】7月 8日（土）　※雨天中止
　午前 7時～ 9時頃
【集合場所】自然教育センターキャンプ場入口
【持ち物等】河原のゴミ拾いをしやすい服装、帽子、
　雨具、タオル等
　※蜂刺予防のため、黒色の帽子、衣類等は着用し
　　ないでください。
【問い合わせ】
　 真岡の自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
 　☎ 84-6781　FAX 84-6936 （日、月曜・祝日休）

市民市民
講座講座

～世界にひとつだけの「絵本」を作ろう！～～世界にひとつだけの「絵本」を作ろう！～

「夏休み絵本づくり教室」「夏休み絵本づくり教室」
【とき】７月 26日（水）【とき】７月 26日（水）
　午前 9時 30分～午後 0時 30分頃　午前 9時 30分～午後 0時 30分頃
【ところ】市公民館二宮分館　【ところ】市公民館二宮分館　
【受講料】無料【受講料】無料
【対象】市内在住の小学生　先着15人【対象】市内在住の小学生　先着15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）
【内容】絵本づくり（A5版 12ページ）【内容】絵本づくり（A5版 12ページ）
　　※お話の内容はあらかじめ考えてきてください。※お話の内容はあらかじめ考えてきてください。
【持ち物】筆記用具、色鉛筆【持ち物】筆記用具、色鉛筆
【申し込み】7月4日（火）午前 8時 30分から下記【申し込み】7月4日（火）午前 8時 30分から下記
　窓口または電話受付　窓口または電話受付
【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）

みんなのひろば
●真岡市夏祭大花火大会のボランティア募集
　7/22（土）に開催される、真岡市夏祭第 48 回大
花火大会に警備等のボランティアスタッフとして参加
してみませんか。
【問い合わせ】花火大会実行委員事務局
　☎ 090-6159-8431（田口）

根本山しぜん体験教室 
オオムラサキを観察しようオオムラサキを観察しよう

　樹液に集まるチョウのオオムラサキを雑木林で
じっくり観察します。
【とき】7月 15日（土）　※雨天中止
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】根本山自然観察センター【参加料】無料
【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
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物
　（お持ちの方は双眼鏡）
【申し込み】7月1日（土）午前8時30分午前8時30分から電話受付電話受付
【申し込み・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）

認知症カフェ認知症カフェ
「スマイルカフェHi,ポーズ」「スマイルカフェHi,ポーズ」
　認知症カフェとは、同じ悩みを抱えた方たちが集
まり、ほっとする時間を共有できる場です。
【とき】7月 16日（日）正午～午後 2時
【ところ】グループホームふれんど真岡（東大島801-4）
【対象】認知症の方とご家族。その他どなたでもお
　気軽にご参加ください。
【内容】夏祭り　【参加料】無料
【申し込み】グループホームふれんど真岡へ、電話で申
　し込みください。
【申し込み】グループホームふれんど真岡 ☎ 81-5181
【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

認知症カフェ「カフェ里」認知症カフェ「カフェ里」
　認知症カフェとは、同じ悩みを抱えた方たちが集
まり、ほっとする時間を共有できる場です。
【とき】7月 13日（木）午前 10時～ 11時
【ところ】グループホームきぬの里（中 313-3）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも参加可
【内容】認知症サポーター養成講座、相談など
【参加料】100円（おいしいコーヒーつき）
【申し込み】グループホームきぬの里に直接電話で
　申し込みください。
【申し込み】グループホームきぬの里 ☎ 83-5355 
【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 

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。サポー
ターとは、何か特別なことをするのではなく、認知
症の人や家族に対する理解者になることです。
【とき】7月 12日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 1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

7 月の図書館だより7 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～
　「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ」（80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～
　「京都御所～秘められた千年の美」（58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/

真岡市立図書館 真岡市立図書館 
開館 35 周年記念イベント開館 35 周年記念イベント

　図書館の開館 35周年を記念したイベントを開催
します。大人向けクイズ、子ども向けクイズなどを
行い、参加賞をご用意しています。
【とき】７月7日（金）～ 9日（日）
　午前10 時～正午、午後2時～4 時
【参加料】無料

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
　（まわって変身）」8日（土）午前10 時～
≪映写会（大人向け）≫ 20日（木）午後2時～
　「なぜ今時代劇か①落語」（60分）
≪スタッフの読み聞かせ≫15日（土）午後2時～
≪館長の読み聞かせ≫ 29 日（土）午後 2時～
　※今月のみ第 5土曜日
≪映写会（子ども向け）≫ 22日（土）午後2時30分～
　「うっかりペネロペ　楽しくて大忙し編」（30 分）
≪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

7 月の休館日7月の休館日 （真岡・二宮）3日、10日、24日、31日
（真岡のみ）22日

第 45 回第 45 回
市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』
【とき】7月 25日（火）　
　■午前 8時 出発（市民会館前）
　■午後 5時頃 帰着予定（久保講堂南側駐車場）
【行き先】①茨城県天心記念五浦美術館
　「三百六十度の世界 松本哲男」
　②笠間日動美術館「カンヴァスの中の巨匠たち」
【対象】市内在住の方  80人（申込多数の場合は抽選）
【参加料】当日集金
　◆一般1,310円 ◆ 65歳以上70歳未満1,110円 
◆ 70 歳以上 600 円 ◆身体障害者手帳等をお持
ちの方と介助者の方 500 円 ◆身体障害者手帳等
お持ちの 65歳以上の方と介助者の方 400円

【持ち物等】歩きやすい靴、お弁当
【申込方法】7月 7日（金）消印有効
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
※往復はがきの料金が124円に値上がりしましたので
　ご注意ください。古い往復はがき（104円）で送る
　場合は、10円切手を2枚貼ってお送りください。
≪往信はがき≫参加者全員の住所・氏名・生年月
　日・電話番号（お持ちの方は携帯電話番号）を
　記入（障害者手帳をお持ちの方は「障害者手帳
　あり」と記入）
≪返信はがき≫代表者の郵便番号・住所・氏名を
　記入し、下記申込先へ郵送。
　　※7月中旬頃に、抽選結果を返信はがきで通知
【申込先・問い合わせ】真岡市文化課文化振興係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731　FAX83-4070

真岡市夏祭 大花火大会真岡市夏祭 大花火大会
クリーンボランティアクリーンボランティア

【とき】7月23日（日）午前5時30分～7時30分
　≪まつり延期時≫7月25日（火）　上記と同時刻
【集合場所】市役所中庭（庁舎南側）
【対象】どなたでも可
【申し込み】7月 16日（日）までに下記にて受付
【その他】小学生以下は保護者同伴。軍手・ゴミ袋
　は、実行委員会で用意いたします。
【共催団体】真岡市市民活動推進センター
　真岡市ボランティア連絡協議会
【後援】真岡市夏祭花火大会実行委員会
【問い合わせ】コラボーレもおか（月・祝日休館）
 　☎ 81-5522　FAX 81-5558

見て聴いて食べて学ぼう！見て聴いて食べて学ぼう！  
腎ぞう病食腎ぞう病食

【とき】7月13日（木）午前10 時～正午
　（受付：午前 9 時 45 分から）
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住で腎ぞう病の食事で困っている方
【内容】講話と実践
　「腎ぞう病食の作り方とそのポイント」
　「簡単クッキング♪健康食と腎ぞう病食の違いを
　  試食で学ぼう！」
【参加費】無料
【申し込み】下記窓口、電話、FAXにて受付
【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


