
【とき】10月 21日（土）午前 9時 30分～正午
【ところ】総合福祉保健センター

◆当日楽しめるコーナー◆
　出張！まちなか保健室、ラジオ体操、骨密度測定、
手洗いチェックコーナー、わくわく冒険スタンプラ
リー、育児川柳・健康川柳人気投票、など。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課
　母子健康係　☎ 83-8121 FAX83-8619
　成人健康係　☎ 83-8122 FAX83-8619
　E ﾒｰﾙ：kenkou@city.moka.lg.jp

読んだ本を絵で紹介しよう読んだ本を絵で紹介しよう
　カウンターで画用紙を受け取り、読んだ本の感想
を絵で表現しお持ちください。作品は展示後、ご返
却いたします。ご希望の方には作品をラミネート加
工いたします。年齢は問いません。
【受付期間】10月 27日（金）～ 11月 26日（日）
【定員】市立図書館：先着20人、二宮図書館：先着10人
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　二宮図書館　☎74-0286　

真岡市立図書館真岡市立図書館
ハロウィンパーティーハロウィンパーティー

　真岡フルートアンサンブルによるミニコンサー
ト、ひばりの会の読み聞かせ、ジル先生の英語お話
会が行われます。仮装での参加も大歓迎です。
【とき】10月 29日（日）午後 1時～ 2時 30分
【ところ】市立図書館 2階会議室
【参加料】無料　【申し込み】不要

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/

  11月11月のの　　
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）

7日、14日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム14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）

8日、15日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム15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）

9日、16日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム16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）

10日、17日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム17日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（1 日・2日・9日 14 日・
28 日午後・29 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
  7 日（火）

午前10時45分～

リズムで遊ぼう
  9 日（木） 三つ子のふれあいタイム

10日（金） 育児講座あいあい
「親子で楽しくふれあい遊び」

29日（水） 誕生会

【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

  1日（水）
午前10時45分～

誕生会
  6日（月） 子育て健康相談
  8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
8 日（水）、10日（金）、　
17日（金）、午前 11時～ 体育遊び

22日（水）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

27日（月）午前 11時～ 栄養士の先生と
ほっとなひととき

【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】11月 1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

すこやか赤ちゃん教室すこやか赤ちゃん教室
【とき】11月 9日（木）午前9時50分～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 8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】10月 27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

タタタタタタター＆＆＆＆＆＆＆＆＆サロター＆＆サロ

「まちなか保健室」田町館で「まちなか保健室」田町館で
健康・栄養講座健康・栄養講座を開催しますを開催します
①健康講座「関節予防体操」
【とき】10月25日（水）午後1時30分～2時30分
【講師】スポーツインストラクター
②栄養相談「腎機能の弱っている方へ」
【とき】10月 29日（日）午前 10時～正午
【講師】栄養士
＜①、②共通事項＞
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【対象】市内在住の方　各回先着 15人
【申し込み】ほっとステーション田町館
　☎ 080-8096-9918（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

11月11月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 16日（木） H29年 7月 1日　   ～ 7月 16日生

9カ月児健診 9日（木） H28年 12月 28日～H29年 1月 26日

1歳 6カ月児健診 10日（金） H28年 4月 1日～4月27日生

3歳児健診 14日（火） H26年 10月 15日　   ～ 10 月 31日生
2歳児歯科検診 27日（月） H27年 11月生

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】予診票、母子健康手帳、健やか親子 21　
　設問票（4カ月・１歳6カ月・3歳健診対象者のみ）、
　歯ブラシ・タオル（歯科検診のみ）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

11 月の「マタニティ・子育て相談会」11 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】8日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター

育児相談 母乳・ミルク相談
要予約

子どもの栄養相談 妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳　
【問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

第56回第56回市場開放デー開催市場開放デー開催
【とき】10月22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、人気の鮭、旬の地場野菜、秋の
味覚りんご、みかん等の販売。特製イカ入り焼き
そば、特大じゃがバター、手作り豆腐・がんもの
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

第第112回2回大久保ふれあい交流会大久保ふれあい交流会
【とき】10月 28日（土）午前 10時～午後 1時
【ところ】自然ふれあい園 “大久保 ”
　※雨天時11:00～芋煮会のみ実施（市公民館西分館）
【内容】芋掘り、芋煮会、
　ネイチャーゲーム、綿摘み
　体験など　 【参加料】無料
【持ち物】おわん、箸、軍手
【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

11月11月のの情報センター講座情報センター講座
① Excel2013 基礎講座
【とき】8日（水）、9日（木）、10日（金）
　午後 7時～ 9 時
【対象】マウス操作、文字入力ができ、
　ワープロ操作の経験者
【内容】データの入力方法、関数（合計等）、
　表・グラフの作成、集計、抽出、並べ替えなど
②年賀状作成講座
【とき】25日（土）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】当センターのWord 講座履修者、または　
　Word の基本操作ができる方
【内容】Word2013 を使用し、年賀状の裏表面作成
＜①、②共通事項＞
【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【定員】各回先着 10人 　【受講料】無料
【申し込み】10/27（金）10:00 から電話受付
【申し込み・問い合わせ】情報センター 
　☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

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  
　高等部入学者選抜について、授業見学・授業体験、
進路相談などを行います。
【とき】11月20日（月）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】次年度本校への入学を考えている現在中学3
年生のお子さまと保護者、中学校の教職員、 関係
機関職員　【持ち物】上履き、運動着、防寒着

【申し込み】10月23日（月）～11月2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 

おやこの食育教室おやこの食育教室
　れんこんハンバーグ、カレースープ、ヨーグルト
白玉を作ります。
【とき】11月18日（土）午前 9時 30分～午後 1時
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の小学生とその保護者または祖父母
　先着 30人
【参加料】大人 350円、子ども 250円（材料費）
【持ち物】エプロン、ふきん、室内履き（子どものみ）
【申し込み】10月23日（月）午前8時30分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課 成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

宝くじの助成で宝くじの助成で
地域活動がますます盛んに！地域活動がますます盛んに！
　宝くじの収益金は、学校、図書館な
どの教育施設の整備をはじめ、道路、
橋りょう、公園、社会福祉施設等の建
設・改修など、皆さまの日常生活に役
立てるために使われています。
　今年度も、宝くじの普及広報活動の一環として、
（財）自治総合センターのコミュニティ助成事業によ
り、宝くじの助成金で購入した備品が、中村地区の
地域公民館10カ所に配備されました。各地区でのコ
ミュニティ活動のますますの活性化が期待されます。
【問い合わせ】真岡市地域公民館連絡協議会
　☎ 82-7151  FAX83-4070

      しあわせ高齢      しあわせ高齢
　　　　　　ドライバースクールドライバースクール
　参加・体験・実践型のドライバースクールを通し
て、高齢運転者の交通事故防止と、安全かつ快適な
運転を継続してもらうために、参加者を募集します。
【とき】12月19日（火）午前9時30分～午後3時45分
【ところ】ツインリンクもてぎ 
　アクティブセーフティトレーニングパーク
　※当日は市役所から送迎します。
【対象】市内在住の 65歳以上の方　先着 6人
　※普通第１種免許以上の運転免許をお持ちの方で、
　　現在も運転を行っている方に限ります。
【内容】3人 1組で行う実技走行と学習・講義等
【参加料】1,700 円（昼食代と教材費）
【持ち物等】運転しやすい服装・履物、運転免許証
【申し込み】11月 17日（金）までに電話にて受付。
【申し込み・問い合わせ】安全安心課交通安全係
　☎ 83-8110  FAX83-8392

今週末のお出かけはこちらへ今週末のお出かけはこちらへ
健康フェスティバル健康フェスティバル

市民市民
講座講座 手ごねパン講座（中級コース）
　あんぱん、食事パンなどを作ります。
【とき】11月 1日、8日、15日（毎週水曜日、全3回）
午前10時～午後1時  【ところ】市公民館　調理室

【対象】市内在住または勤務の方　16人　
　手ごねパン講座（初級コース）を終了、またはパン作
りの経験のある方（この講座は市西分館手ごねパン
講座と連携しています） 【受講料】2,500円（3回分）

【持ち物】【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、飲み物、エプロン、三角巾、手拭用タオル、飲み物、
　筆記用具、パンを持ち帰る大きめの容器　筆記用具、パンを持ち帰る大きめの容器
【申し込み】【申し込み】10月 27日（金）までに電話で申し込み10月 27日（金）までに電話で申し込み
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（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・祝日休）


