
根本山しぜん体験教室 
秋の花とタネを観察しよう秋の花とタネを観察しよう
　里山を歩き、秋の花やタネのしくみを観察します。
【とき】11月 12日（日）午前 10時～正午
【ところ】根本山自然観察センター　※小雨決行
【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）
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物
　お持ちの方は長靴、小雨の場合は雨具
【参加料】無料
【申し込み】10月29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）

中村地区公民館まつり開催中村地区公民館まつり開催
【とき】11月5日（日）午前9時30分から
【ところ】中村農村環境改善センタ－　
【内容】芸能発表、模擬店、小中学校児童・生徒、
愛好会の作品展示、中村東小吹奏楽部の特別演
奏、カレーライスの無料配布（600 食）など

【問い合わせ】中村農村環境改善センター
　 ☎ 82-2902 FAX83-6148

科学教育センター11月の案内科学教育センター11月の案内
★プラネタリウム一般公開★
【とき】11日（土）、18日（土）　①午前 11時から 
　②午後1時 30分から、29日（水）午後7時から
　※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★「ゲットだぜ！ちりめんモンスター」
　ちりめんじゃこの中から、小さなちりめんモンス
ターをみつけます。
【とき】11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】11月 1日（水）、2日（木）、下記にて
　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

～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
　赤ちゃん人形を使った沐浴体験、妊婦
疑似体験などを行います。
【とき】11月 11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）
　先着15組　【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み】電話にて受付中
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

【とき】10月29日（日）午前10時～午後3時 
　※上記時間帯交通規制（荒町本通り一部区間）
【ところ】久保記念観光文化交流館周辺【ところ】久保記念観光文化交流館周辺

久保記念観光文化交流館
開館3周年記念イベント開館3周年記念イベント

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会　☎82-2012（FAX兼）

■ ■■ ■ 久保邸ハロウィン久保邸ハロウィン ■ ■ ■ ■
●ハロウィンパレード（午前、午後各1回）●ハロウィン
記念撮影●仮装スタッフを探せ●ワークショップ
（午前：切り絵、午後：シルクスクリーン）●ジャ
ズ演奏●ハロウィンフラダンス●ハワイアンアクセ
サリーつくり体験●雷様剣士ダイジショー●フェイ
スペイント●おばけかぼちゃの展示●大道芸人●バ
ルーンパフォーマー●日光さる軍団 サル回し
■■ ■ ■ 貞次郎さんのカレーフェスタ 貞次郎さんのカレーフェスタ ■ ■■ ■

　本部にて500円チケット（カレー引換券2枚、
ライス引換券１枚）を販売します。
　※カレーは一杯につき 100g 程度です。
【出店店舗一覧】 　　　
 ① ミドリ食堂
 ② トラットリア ココロ
 ③ クレイジーカレー
 ④ Eph Dinniing Yu`s 
 ⑤ 居酒屋　アラカルト
 ⑥ トンポー
 ⑦CoCo壱番屋 真岡並木町店
 ⑧ 串揚げ・浜焼「仙蔵」
 ⑨ イクバル
 ⑩ Cafe 黒猫館
 ⑪ 讃岐手打ちうどん丸まさ

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 月の図書館だより11 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≫7、14、21、28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≫ 11日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 11日（土）午後2時～
　「宮西達也劇場 おまえうまそうだな vol.1」（24分）
≪おはなしの森≫ 18 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 21日（火）午後2時～
　「みすゞ」（105分）
≪幼児向けおはなし会≫ 24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≫2日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫ 11 日（土）午前 10時～
　【内容】「絵本の読み聞かせ＆工作（なんとかたつぞう）」
≪映写会（大人向け）≫ 16日（木）午後 2時～
　「秘太刀馬の骨 1」（129分）
≪スタッフの読み聞かせ≫18日（土）午後2時～
≪館長の読み聞かせ≫ 25 日（土）午後 2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 25日（土）午後2時30～
　「ぼくは王さましゃぼんだまとにちようび」全3話（55分）
≪三つ子の魂育成事業≫28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

11月の休館日11月の休館日（真岡・二宮）6日、13日、20日、27日

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】11月 8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

【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

4日（土）18（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料5日（日）19（日）

午前 11時～
うたごえ喫茶
（アンサンブル花）

9日（木）、23 日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会） 実費

負担16 日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

【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

11 月11 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

第 2 回みんなで楽しむ第 2 回みんなで楽しむ
ショートテニス教室ショートテニス教室

【とき】11月 18日（土）午前 10時～正午
【ところ】二宮体育館【対象】市内小学生以上　先着30人
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、
タオル、飲み物　【参加費】無料

【申し込み】現在受付中、電話（平日午前8時30分～
午後 5 時 15 分）・FAX・E メールで申し込み。

【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課
  ☎ 84-2811 FAX84-6258 Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
  ※FAX・E ﾒｰﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記

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：趙 達来 氏　②「地域で支え
る認知症」講師：三橋 明美 氏　③「骨粗しょう
症について」講師：杉本 直哉 氏

【申し込み】現在受付中、下記へ電話または FAXで
　申し込み

20172017サンタの贈り物募集サンタの贈り物募集
　ご家庭で用意していただいたプレゼントをサンタ
クロースが皆さんの自宅へお届けします♪
　☆今年は 12月 24 日（日）にお届けします！
【対象】市内在住の小学１年生以下の
　お子さんがいる家庭 　先着 100件
【申込期間】11月 10日（金）まで11月 10日（金）まで
　午前 8時 30分～午後 5時（日曜・祝日除く）
【申込方法】専用の申込用紙 (市公民館および各分
館に用意、市ホームページからもダウンロード可 )
に必要事項を記入し、下記へ直接お持ちください。
※プレゼントの受付は12月に入ってからです。申し
　込みの際にお持ちにならないよう、ご注意ください。
■「サンタの贈り物」配達ボランティア募集！
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きません
か。詳細は下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】「サンタの贈り物」実行委員会事務局
　生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

す

真岡市成人式真岡市成人式に参加される方へ
◆市外在住の方は申し込みが必要です◆
【対象】本市出身（旧二宮町含む）で平成29年 9月
30日までに転出手続きをした方のうち、平成 30
年 1月 7日（日）の真岡市成人式（会場：真岡市
民会館）に参加希望の方（平成9年 4月 2日～平
成10年 4月 1日生まれの方）

【申し込み】11月30日（木）までに、氏名、生年月日、
案内状の送付先住所、世帯主、電話番号、出身中学
校を下記へご連絡ください。（Eメール申し込み可）

【その他】10月 1日現在で真岡市に住民登録してい
　る方には、11月上旬までに案内状を送付します。
　案内状が届かない場合はご連絡ください。
◆新成人の感想文を募集中◆

【応募資格】平成 30年成人式の対象者
【内容】「成人を迎えるにあたって」の夢や希望、心
　構えなどについて
　※ 400字原稿用紙 3枚程度（書式自由）
　※入選者には賞状と記念品を贈呈します。
【締め切り】11月 10日（金）
【申し込み・問い合わせ】
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地
　生涯学習課女性青少年係（日曜･祝日休）☎82-7151 
　FAX83-4070 E ﾒｰﾙ： gakusyuu@city.moka.lg.jp

真岡市まちかど美術館真岡市まちかど美術館
市民ギャラリー『亀山有志芸術クラブ展』市民ギャラリー『亀山有志芸術クラブ展』

油彩画、水彩画、切り絵、仏画等の作品を展示しています。
【期間】10月 29日（日）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　【主催】真岡市教育委員会
【問い合わせ】文化課文化振興係
　☎ 83-7731 FAX83-4070

市民市民
講座講座 切 り 絵 講 座切 り 絵 講 座

【とき】11月 18日、25日、12月 2日、9日、16日
　（毎週土曜日、全5回 )　午前9時 30分～11時 30分
【ところ】中村農村環境改善センター
【受講料】200円 ( 材料代 ) 
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【持ち物等】カッター、マット　
　※お持ちでない場合は、600円で用意します。
【申込期間】10月31日（火）から11月8日（水）までに
下記にて電話受付（午前8時30分～午後5時15分）

【申し込み・問い合わせ】中村農村環境改善センター
　☎ 82-2902 FAX83-6148（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座

【とき】11月 21日（火）午前 9時 30分～正午午前 9時 30分～正午
【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 15人【対象】市内在住または勤務の方　先着 15人
【受講料】1作品 1,000 円程度（材料代）【受講料】1作品 1,000 円程度（材料代）
【持ち物】はさみ、目打ち（お持ちの方のみ）【持ち物】はさみ、目打ち（お持ちの方のみ）
【申し込み】10月 31 日（火）から下記窓口または【申し込み】10月 31 日（火）から下記窓口または
　　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）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 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

来年のえと“かわいいこいぬ”
　          を作ってみませんか
  押し絵教室

　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
6 日（月）、13日（月）、
14日（火）、17日（金）、
27日（月）、29日（水）

総合福祉保健センター

22日（水）、24（金） 二宮コミュニティセンター
※ 11月の女性がん集団検診は、定員となりました。
　12月以降、または、施設検診を申し込みください。
※対象等の詳細は、下記までお問い合わせください。

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！

11 月の集団健診11 月の集団健診

【問い合わせ】健康増進課成人健康係　
　 ☎ 83-8122　FAX83-8619
 E メール：kenkou@city.moka.lg.jp


