
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

◆ ◆チケット好評発売中◆ ◆◆ ◆チケット好評発売中◆ ◆
真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

渡辺美里渡辺美里
M･Generation Tour 2017M･Generation Tour 2017
　misato ロック世代に贈る最高のライブ。30th 
Revolution の次、新しい扉が開きます。
【とき】9月 18日（月・祝）　午後 5時開演
　（午後4時30分開場）　【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定　7,300 円（前売・税込）
【プレイガイド】市民会館窓口ほか
【主催】SOGO TOKYO、RADIO BERRY、市民会館
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・祝日休み）
　SOGO TOKYO　☎ 03-3405-9999
　（正午～午後1時、午後4時～7時 ※日・祝日を除く）

チケット好評発売中！チケット好評発売中！
文化遺産フェスティバル2017文化遺産フェスティバル2017
【とき】9月17日（日）午後6時開演
【ところ】市民会館大ホール【入場料】2,000 円
■第一部：「心と文化の源泉～親鸞聖人を辿る」
■第二部：①真岡の伝統芸能 ②古典雅楽の上演
【問い合わせ】文化課☎83-7731 FAX83-4070

9 月の9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） 5日、12日（火）午前9時～正午

地域サロン二宮分館
（二宮コミュニティセンター） 6日、13日（水）午前9時～正午

地域サロン中村分館
（中村農村環境改善センター） 7日、14日（木）午前9時～正午

地域サロン山前分館
（山前農村環境改善センター） 8日、15日（金）午前9時～正午

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（19 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】
12日（火）

午前10時45分～
リズムで遊ぼう

27日（水） 誕生会
28日（木） 午前10時30分～ 交通安全教室

【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】
4日（月）

午前10時45分～
子育て健康相談

27日（水） 誕生会

【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】
1日（金）、8日（金）、15日（金）
22日（金）、29日（金）
午前 11時～

体育遊び

27日（水）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】9月 6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

　 9月 9 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき・ところ】午前10 時～11時
　16日（土）：青年女性会館 （研修室・女性室）
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（全身タテ 13cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの　
【主催】真岡市縁組センター

【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234

　　　　  ～初めてパパ・ママになる皆さまへ～～初めてパパ・ママになる皆さまへ～

　 両親学級　 両親学級ののご案内ご案内
【とき】9月 9日（土）
　午前9時30分～11時30分（開始5分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住の夫婦（おおむね妊娠24週以降、
　双胎の場合は妊娠20週以降）　先着15組
【内容】赤ちゃん人形を使った沐浴体験、妊婦疑似
　体験など　
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】8月 25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

【とき】8月23日（水）午後1時30分～2時30分
【内容】『関節痛予防体操』　【講師】井頭温泉 職員
【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

認知症カフェ認知症カフェ
もめんカフェ開催もめんカフェ開催

　同じ悩みを抱えた方たちが集まり、ほっとする時
間を共有する場です。
【とき】8月28日（月）午前10時～11時
【ところ】市公民館 第一会議室
【対象】市内に住む認知症の方またはそのご家族
【内容】認知症の方の介護体験談　【参加料】無料
【申し込み】電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
【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】9月 2日（土）午後 2時～ 4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】おやつ作り　【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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
キノコのふしぎをさぐろうキノコのふしぎをさぐろう

　雑木林へ出かけて、いろいろなキノコを見つけましょう。
【とき】9月3日（日）　午前9時30分～11時30分　
　※小雨決行　【参加料】無料
【ところ】根本山自然観察センター　
【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20人
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物、キノ
　コの図鑑（お持ちの方のみ）、雨具・長靴（小雨の場合）
【申し込み】8月20日（日）午前8時30分から電話受付
【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・祝日の翌日休み）

真岡の自然を守る会・真岡自然観察会真岡の自然を守る会・真岡自然観察会

鬼怒水辺観察緑地鬼怒水辺観察緑地  
川の生きもの探し川の生きもの探し

　鬼怒水辺観察緑地のトンボの池では、メダカ、ザ
リガニ、トンボの仲間などたくさんの生きものが見ら
れます。池の中に入って生きものを探してみませんか。
【とき】8月27日（日）午前9時30分～11時30分頃
　※雨天・増水時中止　
【ところ】鬼怒水辺観察センター　【参加料】無料
【対象】どなたでも参加可（小学3年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】たも網、魚などを入れる容器、飲み物、
　ぬれても良い服装・履物、着替え
【申し込み・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）

創業セミナー創業セミナー  受講者募集受講者募集
　

【ところ】真岡商工会議所　【定員】先着 20人
【講師】中小企業診断士　須田 秀規 氏（メイン講師）
　※講座により、専門家を招きます。
【参加料】無料　【申し込み】下記まで電話申し込み
【申し込み・問い合わせ】 真岡商工会議所 
　☎ 82-3305　FAX82-7967

日程
（13:00 ～ 17:00） テーマ

① 9 月 16日（土）
創業の心構え

・創業構想の要点
・資源（強み）と市場環境

② 9 月 30日（土）
事業領域を考える

・誰に、何を、どのように
・事業構想 ・市場環境の検討

③ 10月 14日（土）
マーケティング①

・マーケティングの基本的考え方
・プロモーション戦略

④ 10月28日（土）
マーケティング②

・WEBマーケティング技術
・販売戦略の整理

⑤ 11月11日（土）
損益計画

・損益計算書の構造
・売上高の算出方法
・売上原価、経費の算出方法

⑥ 11月25日（土）
資金計画

・開業１年間の必要資金
・資金繰り表と資金計画
・収支分岐点と損益計画

⑦ 12月2日（土）
創業手続き

・金融機関講話
・創業形態と手続き
・確定申告と税、雇用　
・販売管理

⑧ 12月16日（土）
発表会

・ビジネスプランのとりまとめ
・ビジネスプラン発表

●８月は、「家庭の日」推進強調月間です
　栃木県では、家庭は子どもの豊かな心を育む大切
な場所であることから、毎月第３日曜日をふれあい育
む「家庭の日」と定めています。家族みんなが話し合
う機会をできるだけ多く持つことにより、絆を深め、
明るく楽しい家庭作りを進めましょう。
●放送大学 10月生募集のお知らせ
　放送大学では、平成 29年度 2学期の学生を募集し
ます。10代～90代の幅広い世代、約9万人の学生が、
大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざま
な目的で学んでいます。【科目】心理学、福祉、経済、
歴史、文学、情報、自然科学など約 300の科目があり、
1科目から受講可【出願期限】第 1回：8/31（木）、
第 2回：9/20（水）※資料を無料で差し上げていま
すので、お問い合わせください。【問い合わせ】放送
大学栃木学習センター☎ 028-632-0572

みんなのひろば

自然教育センター自然教育センター
ボランティア指導員ボランティア指導員募集募集

【とき】8月 25日（金）午後 1時 15分～４時ごろ
【ところ】自然教育センター　【内容】陶芸
【対象】小・中学生への陶芸の指導者として平日の
昼間に活動できる成人の方、10人程度

【申し込み】8月 21日（月）までに、下記にて受付
【申し込み・問い合わせ】自然教育センター（平日９時～５時）
　☎83-1277　FAX83-1278

市民市民
講座講座
          編み物教室編み物教室
 やさしく編める、おしゃれなニット やさしく編める、おしゃれなニット

【とき】9月16日、30日、10月7日、21日、11月4日
　午前 9時 30分～正午（各土曜日、全 5回）
【ところ】市公民館二宮分館　【ところ】市公民館二宮分館　
【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】3,600 円程度（1作品）【受講料】3,600 円程度（1作品）
【持ち物】5号または 6号かぎ針、小ばさみ【持ち物】5号または 6号かぎ針、小ばさみ
【申込期限】8 月 22 日（火）午前 8 時 30 分から【申込期限】8 月 22 日（火）午前 8 時 30 分から
　下記窓口または電話受付　下記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）

市民市民
講座講座

古典教室古典教室
「雨月物語」「雨月物語」

　江戸時代を代表する怪奇短編集です。幽霊な文章江戸時代を代表する怪奇短編集です。幽霊な文章
を味わいます。を味わいます。
【とき】9月6日、20日、27日、10月4日、11日、18日、
25日（全水曜日、全7回）午前10時～正午

【ところ】市公民館　【ところ】市公民館　
【対象】市内在住、在勤の成人の方　40人程度【対象】市内在住、在勤の成人の方　40人程度
【受講料】無料　【持ち物】筆記用具【受講料】無料　【持ち物】筆記用具
【申し込み】8月 25日（金）まで【申し込み】8月 25日（金）まで
　電話受付（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）　電話受付（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）
【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）


