
芳賀地区エコステーション芳賀地区エコステーション
第 8回 再生品提供会第8回 再生品提供会

　資源の有効利用とごみ減量化、リサイクルの意識
向上のため、再生品の提供事業を行います。
【申込期間】10 月 1日（日）～ 15日（日）
　（午前 9時～午後 4時）土・日・祝日も受け付ます。
【申込資格】真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
に在住の 18歳以上の方

【申し込み】申込期間中にご来館の上、申し込みく
ださい。（1人 2点まで）

【抽選】10 月 20日（金）午後 1時 30分から
　当選者には、個別に連絡します。
【引渡期間】10月 25日（水）～ 11月 7日（火）
　午前 9時～午後 4時　※平日のみ
　※申し込みの際の注意事項は下記へ問い合わせください。
【問い合わせ】芳賀地区エコステーション　
　（真岡市堀内1839）☎ 81-1244　FAX81-1266

第１回 第１回 リサイクルフェアリサイクルフェア
　除籍扱いになった書籍や絵本、雑誌などを無償で
提供します。多数のご参加お待ちしています。
【とき】9月 23日（土）午前 10時～午後 3時　　
午前 9時 30分より整理券配布

【ところ】市立図書館　２階会議室
【持ち物】マイバッグ
　※イベントの詳細は、下記までお尋ねください。
【問い合わせ】図書館  ☎ 84-6151 FAX83-6199 

鬼怒水辺ふれあい観察会鬼怒水辺ふれあい観察会  
赤トンボ赤トンボををつかまえようつかまえよう

　赤トンボをつかまえて種類や仲間を調べます。 
つかまえたトンボは、最後に逃がします。
【とき】10月 8日（日）午前9時 30分～11時30分
【ところ】鬼怒水辺観察センター　　※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます。　先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】歩きやすい服装、帽子、
　飲み物、虫とり網、虫かご
【申し込み】9月23日（土）から電話受付
　(午前 8時 30分～午後 5時 )
【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）

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/

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】10月 4日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 1会議室　【受講料】無料
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【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

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】10月12日（木）午前10 時～11時15 分
　（受付：午前 9 時 45 分まで）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成29年 7月生まれの乳児と　　
保護者　先着 17組　

【内容】ベビーマッサージ、講話「赤ちゃん
との日常生活・産後ママの体のケア」ほか

【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】9月 29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

市民市民
講座講座 親子でデイキャンプ
　ダンボール箱を利用した燻製作りや、ペットボト
ルを使ったパン作りをします。
【とき】10月15日（日）午前9時30分～午後0時30分
【ところ】にのみや野外活動センター
【対象】市内在住の小学生と保護者　先着 10組
【受講料】500円程度（1組 2人分の材料代）
　※参加人数により変更します。
【持ち物等】空の 500cc のペットボトル 1本、長袖、
長ズボン、帽子、軍手（滑り止めなし）、運動靴

【申し込み】9月 26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】市公民館二宮分館
　☎74-0107  FAX 74-0187  （日・月・祝日休）

市民市民
講座講座 ディンプルアート教室ディンプルアート教室
　プラスチック板の上に特殊な絵の具を塗り、渇
くとステンドグラスのような作品に仕上がります。
長期保存が可能です。
【とき】10月 25日、11月 22日、12月 27日、
　1月 24日、2月 28日（各第 4水曜日、全 5回）
　午前 10時～正午
【ところ】市公民館大内分館
【対象】市内在住または勤務の方
　先着 15人　【持ち物】エプロン
【内容】ティッシュケース 、ハガキケースほか数点
【受講料】1回 1,500 円程度 (材料代 )
【申し込み】現在受付中（午前8時 30分～午後5時現在受付中（午前8時 30分～午後5時
15分）電話にて受付15分）電話にて受付

【その他】託児施設はありませんので、お子様連れ
の方はご遠慮ください。

【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704 FAX83-6147（日・月曜・祝日休）

●「尊徳太鼓2017～報恩謝徳～」
　チケット発売中
【とき】10/29（日）14:00開演
【ところ】生涯学習館
（旧二宮文化会館）
【チケット】500円（全席自由）
【プレイガイド】市民会館（文
化課）窓口 ☎ 83-7731(8:30
～ 17:00、日・月曜・祝日休） 
【問い合わせ】尊徳太鼓保存会
☎ 090-1550-6004

みんなのひろば

第55回第55回市場開放デー開催市場開放デー開催
【とき】9月24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】新さんま、生イカ、戻り鰹、人気の鮭、旬
の地場野菜、秋の味覚のぶどう、梨、りんごの販売。
特製イカ入り焼きそば、特大じゃがバター、手作
り豆腐・ガンモ等の販売。しじみ汁の無料配布。
1,000 円以上購入で粗品プレゼント（数量限定）

【その他】開放デーで一緒にお菓子や雑貨などを販
　売する出店者を募集しています。
【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX84-0225

真岡っ子をみんなで育てよう事業真岡っ子をみんなで育てよう事業

おもしろサイエンスショーおもしろサイエンスショー
　家にある身近なものを使い、ユーモアを交えなが
らあっと驚く科学実験を紹介します。子どもから大
人まで楽しめる内容です。
【とき】9 月30日（土）午後5時開場、5時30分開会
【ところ】市民会館 大ホール【出演】阿部 清人 氏
【入場料】無料　【申し込み】不要
【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係（日曜・祝日休）
　 ☎ 82-7151 FAX83-4070

体験学習を開催します体験学習を開催します

栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校  
　小・中学部概要説明、授業見学・授業体験、校舎
内見学、進路相談などを行います。
【とき】10月18日（水）午前9時40分～午後0時30分  
　（受付：午前 9時 20分から）
【ところ】栃木県立益子特別支援学校
　（〒 321-4106  栃木県芳賀郡益子町七井 3650 ）
【対象】次年度本校への転入学を考えているお子さ
まと保護者（8月の体験学習未参加の方）、小中学
校等の教職員、 関係機関職員　【持ち物】上履き

【申し込み】9月25日（月）～10月5日（木）電話受付
【申し込み・問い合わせ】
　栃木県立益子特別支援学校 ☎ 72-4915
　真岡市教育委員会 ☎ 83-8181 FAX83-8080 

  10 月10月のの
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（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）

3日、10日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム10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）

4日、11日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム11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）

5日、12日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム12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）

6日、13日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム13日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（11 日・13 日午後・
　　17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】
  2日（月）

午前10時45分～

子育て健康相談
10日（火） リズムで遊ぼう
19日（木） 三つ子のふれあいタイム
25日（水） 誕生会
27日（金） ミニ運動会

【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（水） 午前10時45分～ 誕生会
18日（水） 三つ子のふれあいタイム

【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】
6日（金）、18日（水）、　
25日（水）、27日（金）
午前 11時～

体育遊び

26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】10月 4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

市民市民
講座講座 初心者の毛筆講座初心者の毛筆講座
　点・画の練習、かな文字の練習、字形の取り方、
芳名帳の書き方等について学びます。
【とき】10月 11日、18日、25日、11月 1日、8日
　（毎週水曜日、全 5回）　午前10時～11時30分
【ところ】市公民館山前分館　
【対象】市内在住または勤務の方　先着 40人
【持ち物等】書道用具一式（太筆、細筆、硯、墨汁、
半紙、新聞紙数枚）　【受講料】無料

【申し込み】9月 26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）

科学教育センターの案内科学教育センターの案内
★プラネタリウム秋の夜間特別公開★★プラネタリウム秋の夜間特別公開★
「秋の星空にまつわるものがたり」「秋の星空にまつわるものがたり」

【とき】9月 29日（金）午後７時から
　※途中入場不可（投影時間約 50分）
【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）
　※定員になり次第、観覧券の販売は終了。

★天体観望会★★天体観望会★
【とき】10月 4日（水）午後 6時～ 7時
【定員】先着 30人（小学生以下は保護者同伴）
【内容】天体望遠鏡を使用し、中秋の名月を観察します。
【参加料】無料【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申込期間】9月 25日（月）～ 27日（水）
　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

真岡井頭温泉真岡井頭温泉
臨時休業のお知らせ臨時休業のお知らせ

　温泉を快適にご利用頂くために、施設の総合点検
および改修工事を実施します。下記の日程は臨時休
業となりますので、ご理解をお願いします。

【問い合わせ】井頭温泉☎ 83-8822
　健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946　FAX83-8619

【臨時休業期間】
　■ 9月 25日（月）～ 29日（金）（全館）
　バーデプールのみ、9月 24日（日）～ 30日（土）

婚活セミナー&パーティー婚活セミナー&パーティー
その場で身に付く、人と人とが仲良くなる仕組みその場で身に付く、人と人とが仲良くなる仕組み
【とき】11月19日（日）午前10 時 30 分～午後3時
【ところ】フォーシーズン静風
【対象】25歳から 45歳までの独身男女　各 20人
　※男性は市内在住・勤務の方優先、女性は要件なし
【参加料】１人3,000円（ランチビュッフェ、飲み物代）
【講師】羽林 由鶴 氏（恋愛カウンセラー）
【申込期限】10月 27日（金）※当日消印有効
【主催】真岡市縁組センター
所定の参加申込書が必要です。詳しくは、問い合
わせ、もしくは、市のホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】〒 321-4325
　真岡市田町14番地4　真岡市縁組センター事務局  
　出会い結婚サポートセンター ☎83-1234  FAX84-1545


