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8 月の図書館だより8 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≫１、8、１５、22、29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≫ 12日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 12日（土）午後2時～
　「小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話」（45分）
≪おはなしの森≫ 19 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 15 日（火）午後 2時～
　劇団四季ミュージカル「南十字星」（142分）
≪幼児向けおはなし会≫ 25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/

第 10 回　図書館寄席第 10 回　図書館寄席
【とき】8月 6日（日）午後1時 30 分～3 時 30 分
【ところ】市立図書館　
【出演】真岡落語研究会の皆さん　【参加料】無料
恐竜をつくろう！ダンボールクラフト教室恐竜をつくろう！ダンボールクラフト教室
　廃材のダンボールを使って、自分だけの恐竜を作
ります。
【とき】８月20日（日）午後2時～4 時
【ところ】市立図書館　
【定員】先着 30人（小学 3 年生以下は保護者同伴）
　※どの恐竜を作るかは、当日くじで決めます。
　　事前に選ぶことはできません。
【申し込み】8月4日（金）から図書館カウンターまたは
　電話受付

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫3日（木）午前10時～
≪映写会（大人向け）≫ 17日（木）午後2時～
　劇団四季ミュージカル「人間になりたがった猫」（112分）
≪スタッフの読み聞かせ≫19日（土）午後2時～
≪館長の読み聞かせ≫ 26 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 26日（土）午後2時30分～
　「れっしゃナンバーワン大集合　劇場版」（45分）
≪三つ子の魂育成事業≫22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

8 月の休館日8月の休館日 （真岡・二宮）7、14、21、28
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】8月 9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

第2回歴史教室の開催第2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】8月5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】県立上三川高等学校校長　松本 一夫 氏
【演題】「どちらが主人？～宇都宮氏と芳賀氏の関係を見直す～」
【申し込み】事前申込不要。当日会場にお越しください。

第3回歴史教室
【とき】9月2日（土）※時間、会場は上記と同様
【講師】栃木県考古学会会長　橋本 澄朗 氏
【演題】「中世城館跡について～芳賀郡の事例を中心として～」
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

歴史資料保存館夏休み一般公開歴史資料保存館夏休み一般公開
～昔の生活を体験してみよう～～昔の生活を体験してみよう～
　　歴史資料保存館では、夏休み４日間限定で夏季一歴史資料保存館では、夏休み４日間限定で夏季一
般公開を行います。ノスタルジー溢れる品物たちを般公開を行います。ノスタルジー溢れる品物たちを
「見て！ふれて！学ぼう！」。自由研究のヒントを探「見て！ふれて！学ぼう！」。自由研究のヒントを探
しに、ぜひご来館ください。しに、ぜひご来館ください。
【内容】①夏の遊び体験（竹水てっぽう・シャボン玉・
　ボンボン釣りなど） ②カセットテープに音や声を   
　録音してみよう！③レコードプレーヤーを動かし
　て音楽を聴こう！④昔のはかりで重さ比べをしよう！

昔遊び体験
　昔懐かしい民具の見学や火起こし体験、竹馬やお手
玉などの昔遊びをしてみませんか。
【内容】①昔遊び体験（竹馬・お手玉・ベーゴマ等）
　②火起こし体験 ③ミニ企画展

上記共通事項
【とき】7月29日（土）～8月1日（火）
　午前9時～午後4時
【ところ】歴史資料保存館（真岡市高田 2645）
　※旧物部小学校高田分校
【申し込み】事前申し込み不要
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

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】8月 17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 29 年 1・2 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】8月4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

「まちなか保健室」駅前館で「まちなか保健室」駅前館で
健康講座健康講座を開催しますを開催します
コレステロールが気になる方へコレステロールが気になる方へ

【とき】8月 6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

～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】 ① 9月 4日から毎週 月曜日
　　　 ② 9月 6日から毎週 水曜日
　　　 ③ 9月 7日から毎週 木曜日 
　　　 ④ 9月 8日から毎週 金曜日
　午後2時～3時（各6回）　※申込順に受講曜日を決定
【ところ】iFitness（真岡井頭温泉内）
【対象】以下の要件をすべて満たす方　定員 各曜日 4人
　①市内在住の方
　② 65歳以上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 FAX83-6335

夏休みワークショップ夏休みワークショップ
コラージュ版画をつくろコラージュ版画をつくろうう
　紙や紐、ダンボール、葉っぱなどの身近にある素材を　紙や紐、ダンボール、葉っぱなどの身近にある素材を
コラージュのように組み合わせて版画を作ります。コラージュのように組み合わせて版画を作ります。
【とき】8月 20日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】真岡市まちかど美術館3階市民ギャラリー
　（田町 2203 番地 1）　※駐車場は、福原書店向か
　いの寿町駐車場（中央商店街駐車場）をご利用く
　ださい（無料）。　【参加料】子ども 1人 100 円
【対象】小学生と保護者　先着 10人程度
【持ち物】下絵、版画で使いたい素材（紙、紐、葉っぱなど）
　※汚れても良い服装でお越しください。
【申し込み】下記にて電話受付
【問い合わせ】文化課文化振興係
　 ☎ 83-7731 FAX83-4070

科学教育センター夏休み科学教育センター夏休みのの案内案内
夏休みセンター特別公開夏休みセンター特別公開

【一般公開期間】7月 30日（日）～ 8月 5日（土）
【開館時間】9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 16:00
★スライムづくり・発泡入浴剤づくり★
【とき】①スライム 　②発泡入浴剤

7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5
10:00 - ① ② ① ② ① -
11:00 - ① ② ① ② ① -
14:00 ① ② ① ② ① ② ②
15:00 ① ② ① ② ① ② ②
【参加料・定員】1人 100 円（各回最大20人）
　※開館 10分前に整理券配布、10分後に入場券販売
★簡単ものづくり体験★
【時間】9:00 ～ 11:30/13:00 ～ 15:30　
【参加料・定員】無料、定員なし
★サイエンスショー★
【時間】15:30 ～　【参加料・定員】無料、定員なし
★プラネタリウム番組「迷宮のプラネタリウム」★
【時間】11:00 ～ /13:30 ～
【観覧料】高校生以上 200円、中学生以下 100円、
　3歳以下無料
【申し込み・問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211

夏休み環境学習会夏休み環境学習会
未来のエコカー模型作りを未来のエコカー模型作りを

クールチョイス！クールチョイス！
　未来のエコカー（マグネシウム電池カー）の模型　未来のエコカー（マグネシウム電池カー）の模型
作りをします。作りをします。
【とき】8月 27日（日）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館第 7会議室　【参加料】無料
【対象】市内在住の小学生とその親　先着 20組
【申し込み】現在受付中。下記にて電話受付。
【主催】もおか環境パートナーシップ会議
【問い合わせ】環境課 環境計画係
　 ☎ 83-8241 FAX83-5896

夏休みの自由研究に！真岡のあさがきた！夏休みの自由研究に！真岡のあさがきた！  
久保 邸探検ツアー久保邸探検ツアー

　真岡の歴史を知り、両替商だった久保家や故久保
貞次郎氏の活動や美術教育を学びましょう。
　通常は非公開の屋根裏部屋の探検など、コンシェ
ルジュの説明を聞きながら館内を見学します。
【とき】7月 30日（日）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】久保記念観光文化交流館 
【対象】市内在住の小学 3年生～中学 3年生
【定員】10人（応募者多数の場合は先着）
【参加料】無料　【持ち物】体育館シューズ
【講師】川村 勝氏（もおか観光コンシェルジュ）
【申し込み・問い合わせ】観光協会 
　☎ 82-2012 （FAX 兼）（火曜日休み）

山の日は、根本山においでよ！山の日は、根本山においでよ！
第2回「山の日」記念全国大会連携イベント第 2回「山の日」記念全国大会連携イベント
【根本山しぜん体験教室】朝の雑木林へ行ってみよう【根本山しぜん体験教室】朝の雑木林へ行ってみよう
　まだ涼しいうちの朝早く、雑木林へ出掛けて、生
き物の様子を観察します。
【とき】8月11日（金）午前7時～9時　※雨天中止
【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、タオル、飲み物
【申し込み】7月29日（土）午前8時30分から電話受付

特別な野鳥クラフト特別な野鳥クラフト
　2日間に限り、根本山の野鳥クラフト全36種の中
から、1人1つ作れます。制作時間は、約1時間です。
【とき】8月 11日（金）、13日（日）
　午前 9時～午後 2時 30分
【参加料】無料　【申し込み】随時受付

【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・祝日の翌日休み）

みんなのひろば

●平成 29 年度下水道排水設備工事責任技術者試
　験講習会、模擬試験および試験のお知らせ
【とき】試験講習会・模擬試験：9/26（火）10:00
～ 17:00、試験：10/26（木）14:00～ 16:00【ところ】
コンセーレ（宇都宮市駒生 1-1-6）【申込書】公益財
団法人とちぎ建設技術センター、市下水道課維持係
で配布します。【申込期間】8/1（火）～ 8/31（木）
※当日消印有効【申し込み・問い合わせ】（公財）
とちぎ建設技術センター企画調査部 企画研修課
☎ 028-626-3187

●下水道排水設備工事責任技術者更新講習会
【とき・ところ】10/24（火）：佐野文化会館（佐野市浅
沼町 508-5）、11/9（木）：宇都宮東市民活動センター
（宇都宮市中今泉 3-5-1）、11/12（日）：栃木県教育会
館（宇都宮市駒生 1-1-6）【講習時間】各日 14:00 ～
16:00【申込期間】8/1（火）～ 8/31（木）※当日消
印有効　申込用紙は、公益財団法人とちぎ建設技術セン
ターから本人宛に発送済【対象】現在有資格者で、平成
30年 3/31が期限の方または平成29年 3/31で失効し
た方【申し込み・問い合わせ】（公財）とちぎ建設技術
センター企画調査部 企画研修課☎028-626-3187


