
文化祭展示各部門文化祭展示各部門のの受付受付
　展示各部門応募される方は、作品を下記の日時に
会場（久保講堂）へお持ちください。

部門 受付日時
洋画・日本画 10月 5日（木）

9：00～
11：00

盆栽 10月 19日（木）
写真・工芸 10月 26日（木）
書道 11月 2日（木）

※詳細は、市のホームページをご覧ください。
【問い合わせ】文化課☎ 83-7731 FAX83-4070

第８回第８回  芳賀日赤市民公開講座芳賀日赤市民公開講座
【とき】11月１日（水）午後２時～４時
　（受付開始午後１時 15分から）
【ところ】市民会館　小ホール　【参加料】無料
【内容】①「住み慣れた家で最期まで～これが私の
在宅医療～」講師：真岡西部クリニック　院長　
趙 達来 氏　②「地域で支える認知症」講師：芳
賀赤十字病院　健康生活支援講習指導員　三橋 
明美 氏　③「骨粗しょう症について」講師：芳
賀赤十字病院　整形外科部長　杉本 直哉 氏

【申し込み】10月 25日（水）までに下記へ電話ま
たは FAXで申し込み

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619 

下水道いろいろコンクール作品展下水道いろいろコンクール作品展
　小・中学生の作品（ポスター・書道・標語など）を展示します。
【とき】10月 5日（木）～ 17日（火）
　午前 8時 30分～午後 9時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター ホール
【問い合わせ】下水道課 ☎ 83-8160 FAX83-8142

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/

10月の図書館だより10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≫3、10、24、31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
≪映写会（大人向け）≫ 10日（火）午後2時～
　「地下鉄（メトロ）に乗って」（122分）
≪館長の読み聞かせ≫ 14日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 14日（土）午後2時～
　「チリンの鈴」（46分）
≪おはなしの森≫ 21 日（土）午後 2時～
≪幼児向けおはなし会≫ 27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≫5日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫ 14日（土）午前10 時～
　【内容】「絵本の読み聞かせ＆工作（牛乳パックで
　ロケットを作ろう）」
≪スタッフの読み聞かせ≫ 21日（土）午後2時～
≪三つ子の魂育成事業≫24日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪映写会（大人向け）≫ 26 日（木）午後 2時～
　「富士ファミリー」（87分）
≪館長の読み聞かせ≫ 28 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 28日（土）午後2時30分～
　「いのししうりっ子のぼうけん」（22分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

10月の休館日10月の休館日（真岡・二宮）2日、16日、17日、　18日、19日、23日、30日
≪図書館からのお知らせ≫
10月 17日（火）～19日（木）は蔵書点検のため真
岡市立図書館・二宮図書館・西分館図書室はお休みと
なります。この期間は、返却ポストをご利用ください。

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】10月 19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 3・4 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】10月 6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

10月 5日の上江連会場は、清水商店前から加藤
明弘様宅南側に変更になりました。
　※レントゲン車が巡回します。
　※詳細は、下記までお問合せください。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係　
　☎ 83-8122 FAX83-8619

結核・肺がん検診（胸部レント結核・肺がん検診（胸部レント
ゲン検診）ゲン検診）をを受診しましょう！受診しましょう！
【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよい日時・
　会場で受診してください。　【検診結果】個別通知

と　き ところ

10/3
（火）

9:00‐   9:10 大谷公民館（大谷本町）
9:35‐   9:55 並木町公民館
10:20‐ 10:40 コジマNEW真岡店第３駐車場
11:05‐11:25 亀山公民館
13:00‐13:20 真岡保育所
13:45‐14:05 総合福祉保健センター

10/4
（水）

9:20‐   9:50 中村改善センター
10:15‐ 10:35 八木岡公民館
11:00‐11:20 寺内駅前公民館
13:00‐13:10 下籠谷公民館
13:35‐13:55 大内改善センター
14:20‐14:30 飯貝公民館
14:55‐15:05 上清水公民館
15:30‐15:40 下清水公民館

10/5
（木）

8:30‐   8:50 長沼小学校
9:15 ‐   9:35 加藤明弘様宅南側（上江連）
10:00‐10:20 鷲巣公民館
10:55‐11:25 二宮コミュニティセンター
13:00‐13:20 大道泉公民館
13:35‐14:05 堀込公民館

10/20
（金）

8:50‐   9:10 東大島公民館
9:35‐   9:55 小林中央公民館
10:20‐10:40 山前改善センター
11:05‐11:25 東郷公民館
13:00‐13:20 八條南公民館
13:35‐13:55 西田井駅前公民館
14:20‐14:40 大中内北山公民館（西田井）

みんなのひろば
●行政書士による無料相談会
【とき】10/2（月）14:00 ～ 16:00【ところ】商工
会議所【内容】行政書士が、建設、相続、農地など、
さまざまなお悩み・ご相談をお受けします。
【問い合わせ】栃木県行政書士会（長岡）☎ 75-1791
●メンタルヘルス講座～うつ病の理解と対応～
誰もがかかる可能性のあるうつ病について、理解を深
め基本的な対応を分かりやすく学びます。
【とき】10/20（金）14:00 ～ 16:00（受付 13:30 ～）
【ところ】市公民館　第 3・4会議【講師】川上内科
クリニック 川上昭雄 氏【参加料】無料
【申し込み・問い合わせ】10/13（金）までに下記へ電話・
FAXで申し込み。県東健康福祉センター☎ 82-2138 
FAX84-3450

市民市民
講座講座 3B体操教室男性の参加大歓迎
　3つの用具（ボール、ベル、ベルター）を使い、音楽
に合わせながら楽しく体を動かすストレッチ体操です。
【とき】10月 19日（木）、26日（木）、11月 2日（木）
（毎週木曜日、全 3回）　午後 1時 30分～ 3時
【ところ】市公民館 山前分館　【受講料】無料【ところ】市公民館 山前分館　【受講料】無料
【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人
【持ち物等】室内用運動靴、運動のできる服装、飲
み物、バスタオル（お持ちの方はヨガマット）

【申し込み】10月 3日（火）から電話受付【申し込み】10月 3日（火）から電話受付
　　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802  FAX 83-6146  （日・月・祝日休）

まちかど美術館常設企画展まちかど美術館常設企画展
木村茂・久保卓治銅版画展木村茂・久保卓治銅版画展
モノクロームの風景モノクロームの風景

　市所蔵の久保コレクションから久
保貞次郎が支援した作家木村茂と久
保卓治の銅版画による繊細で美しい
風景画を展示します。
【期間】10月 16日（月）まで
　午前9時～午後6時
【ところ】まちかど美術館
　（田町2203番地 1）　　【入館料】無料
【休館日】毎週火曜日、10 月 4日（水）～6日（金）
【問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070

芳賀教育美術展歴代芳賀教育美術展歴代のの知事賞展知事賞展
　1987年から毎年開催されている芳賀教育美術展
で、知事賞を受賞した作品を一堂に展示します。
【期間】10月 2日（月）まで　午前9時～午後6時
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【入館料】無料　【主催】真岡市教育委員会
【問い合わせ】 久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）

もおか観光コンシェルジュガイドツアーもおか観光コンシェルジュガイドツアー
もおか木綿ふれあい祭りもおか木綿ふれあい祭り

【問い合わせ】真岡市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、10月 8日（日）もおか木綿ふれあい祭りにお
いて、ガイドを実施します。
【とき】10月 8日（日）午前10時～正午（随時受付）
【受付場所】久保記念観光文化交流館（テントにて受付）
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要

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！

10月の集団健診10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
2 日（月）、13日（金）、
25日（水）、27日（金） 総合福祉保健センター

16日（月）、17（火） 山前農村環境改善センター
30日（月）、31日（火） 大内農業構造改善センター
※ 10月の女性がん集団検診は、定員となりました。
　11月以降、または、施設検診を申し込みください。
※詳細は、下記までお問合せください。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係　
　☎ 83-8122 FAX83-8619 

【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）
とき 内容（主催） 参加料

1日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料7日（土）、21日（土）

午後 1時 30分～
子供将棋教室
（真岡市将棋連合会）

5日（木）、19日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部） 実費

負担12日（木）、26日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

10月10月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【とき】10月15日（日）午前10時～午後2時30分
【ところ】総合福祉保健センター　※雨天決行
【内容】ボランティアによる焼きそば等の模擬店、
フラダンス等の発表、抽選会（午後 2時予定）、
無料ふわふわ遊具など

【問い合わせ】社会福祉協議会 ☎82-8844 FAX82-5516

第33回第33回ふれあいふれあいフェスティバルフェスティバル

第48回こらぼ茶話第 48回こらぼ茶話
究極究極のの発酵飲料発酵飲料でで元気元気になろうになろう
　奄美大島に古来より伝わる腸内環境を整える発酵飲
料「ミキ」作りを行います。
【とき】10月 18日（水）午前 10時～午後 1時   
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】市内在住・通勤、通学されている方　先着12人
【参加料】1,200円（材料・容器・昼食代）
【講師】山口 由恵 氏（ヘルスフードマイスター）
【申し込み】下記窓口、電話、FAXにて申し込み
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか（月・祝日休）
　☎ 81-5522 FAX81-5558

科学教育センター10月の案内科学教育センター10月の案内
★プラネタリウム一般公開★

【とき】14日、21日、28日（各土曜日）　
　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）

★科学の広場★「作ろう！ミニ水族館」「作ろう！ミニ水族館」
　吸水ポリマーを使い、小さな水族館を作ります。
【とき】14日（土） 午前 9時 30分～ 10時 30分
【対象】小･中学生 先着24組（小学4年生以下は保護者同伴） 
【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】10月4日（水）～6日（金）
　電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
　※電話での申し込みが必要です。
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211


