
  2 月2 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（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）

6日、13日（火）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム13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）

7日、14日（水）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム14日 10時45分～

地域サロン中村分館
（中村農村環境改善センター）

8日、15日（木）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム15日 10時45分～

地域サロン山前分館
（山前農村環境改善センター）

9日、16日（金）午前9時～正午
三つ子のふれあいタイム16日 10時45分～

にのみや保育園
子育て支援センター

月～金（1日午後 ･20 日・土・
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
8 日（木）午前10時45分～ 三つ子のふれあいタイム

9日（金）午前10時30分～
育児講座あいあい
「親子で楽しくクッキング」
（市公民館 調理室）

13日（火）午前10時45分～ リズムで遊ぼう
28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
 5 日（月）

午前10時45分～
子育て健康相談

7日（水） 誕生会
21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
1 日（木）午前9時30分～ 豆まき集会
9日（金）
16日（金）
23日（金）

午前 11時～ 体育遊び

22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】2月 7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9回第9回 再生品提供会開催 再生品提供会開催
　リサイクル推進のため、再生品を提供します。
【申込期間】2月1日（木）～15日（木）（午前9時～午後4時）
【申込方法】再生品をご希望の方は、申込受付期間中
にご来館の上、申し込みください。（1人 2点まで）

【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

【抽選】芳賀地区エコステーション多目的ホールにて、
2 月 20日（火）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】2月26日（月）～3月9日（金）
　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

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/

第 4 回第 4 回ショートテニス教室ショートテニス教室
【とき】2月 17日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】第１～３回までの教室に参加した方 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】1月31日（水）から、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

＆サロン＆サロン

科学教育センター2月の案内科学教育センター2月の案内
★プラネタリウム一般公開★

【とき】3日、10日、17日、24日（毎週土曜日）
　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「ノーマン・ザ・スノーマン」
【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）
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

第57回第57回市場開放デー開催市場開放デー開催
～あたたかお鍋やお弁当の食材をぜひどうぞ～～あたたかお鍋やお弁当の食材をぜひどうぞ～

【とき】1月28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】あたたかお鍋の材料や人気の鮭、冬が旬の
柑橘類の販売。特製イカ入り焼きそば、北海道特
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）

【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX84-0225

市民市民
講座講座

　頑張らなくても大丈夫、プロから学ぼうお片づけ術
【とき】2月 16日、23日、3月 2日
　（毎週金曜日、全 3回）午前10時 30分～正午
【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 20人
【内容】第 1回 : 時短につながるキッチン収納術
　　　  第 2回 : 衣類のお片づけ術
　　　  第 3回 : 実家＆子どものお片づけ術
【持ち物】筆記用具（可能な方は、自宅のキッチン、
クローゼット、おもちゃ箱などの写真）

【申し込み】1月 30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）

第 46回第 46 回
市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』
【とき】2月 27日（火）午前 8時 出発（市民会館前）
　午後5時30分頃 帰着予定（久保講堂南側駐車場）
【行き先】①東京国立博物館（特別展「仁和寺と御
室派のみほとけ～天平と真言密教の名宝～」）

　②国立西洋美術館
　（企画展「プラド美術館展 ベラスケスの絵画と栄光」）
【対象】市内在住の方  80人（申込多数の場合は抽選）
【参加料】2,700 円（当日集金）、障害者手帳をお持
ちの方と付添いの方１名は無料

【持ち物等】昼食、歩きやすい靴、防寒具
【申込方法】2 月 2日（金）消印有効
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
参加者全員の住所・氏名・生年月日・電話番号（お
持ちの方は携帯電話番号）を記入（障害者手帳を
お持ちの方は「障害者手帳あり」と記入）、返信
用はがきに代表者の郵便番号・住所・氏名を記入
し、下記申込先へ郵送してください。
　2月中旬頃、抽選結果を返信はがきで通知します。
※往復はがきの料金が 124 円に値上がりしまし
　たのでご注意ください。

【申込先・問い合わせ】真岡市文化課文化振興係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731 FAX83-4070

2月の女性がん集団検診2月の女性がん集団検診
　市で行う健診は、年度内1回の受診となります。新
規の方は申し込みが必要です。検診を受けてがんを予
防しましょう。　【受付】午後 1時～ 1時 45分

  日（曜日）  日（曜日） 実施会場実施会場
　  　1日（木） 二宮コミュニティセンター
　　21日（水） 総合福祉保健センター
　※詳細は、下記までお問い合わせください。
【申し込み・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

みんなのひろば

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
  ガイドツアー【2 月】ガイドツアー【2 月】

日　時 ガイド内容
11日（日）
10:00～　　
11:30　

『門前今昔ガイド』　
【コース】久保記念館～門前エリア

24日（土）
10:00～　　
11:30　

『ひなまつり文化財ガイド』
【コース】久保記念館～

金鈴荘・木綿会館～久保講堂  
【集合場所】久保記念観光文化交流館
　開始時間の 10分前までに集合　※現地解散
【募集人数】20人 　※事前予約が必要です。
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】開催日 3日前までに下記へ申し込み
【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

●税理士会が行う還付申告無料税務相談会
【とき】2/7（水）10:30 ～ 16:00（昼休有）【ところ】
真岡市情報センター研修室または税理士会真岡支部各
会員事務所【対象】事業所得、譲渡所得、不動産所得
等のある方を除く次の方①年金受給者の方②給与所得
者で医療費控除を受ける方③年の途中で退職された方
【問い合わせ】税理士会真岡支部☎ 72-2247

●「ぼくの身近な鳥たち」を開催
【とき】1/30（火）～ 2/18（日）【ところ】二宮コミュ
ニティセンター 2階【問い合わせ】コラボーレもおか
☎ 81-5522 FAX81-5558
●くるま橋遺跡発掘調査現地説明会・開催について
　くるま橋遺跡は古墳時代から平安時代にかけてのム
ラの跡で、当時の住居の跡やさまざまな種類の土器が
多数見つかっており、特に今回の調査では県内でも珍
しい金銅仏が発見されました。このような発掘調査の
成果を見ていただくために現地説明会を開催します。
【とき】2月 3 日（土）午前の部 10:30 ～、午後の部
13:30 ～※小雨決行、荒天中止【ところ】真岡市石島
557（十二所神社付近）【その他】事前申し込み不要、
開始時間までに集合ください。車でお越しの方は、二
宮コミュニティセンター南側駐車場を利用し、徒歩で
現地までお越しください。【問い合わせ】公益財団法人
とちぎ未来づくり財団 埋蔵文化財センター 普及資料課
☎ 43-1971（月～金 8:30 ～ 17:15）

子ども子どものの学習支援 事業者募集学習支援 事業者募集
　真岡市生活困窮者自立支援事業における学習支援
業務委託の公募型プロポーザルについて、参加事業
者の申し込みを受け付けています。
　詳しくは真岡市ホームページ「お知らせ」「イベ
ントカレンダー」をご覧ください。
【問い合わせ】社会福祉課生活支援係
　☎83-6063 FAX83-8554

  真岡っ子をみんなで育てよう真岡っ子をみんなで育てよう
フォーラムフォーラム

みんなで育む！子どもたちがもつ安全力
～見守りのコツ、身を守るコツ～

【とき】2月1日（木）午後6時開場、午後6時30分開演
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【内容】地域の大人が子どもを見守っていくコツなど
【講師】うさぎママのパトロール教室　武田 信彦 氏
【申し込み】不要　【入場料】無料
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151FAX83-4070

簡単楽々！
すっきり片づくお片づけ講座

2月2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 2日（金） H29年 9月 1日～ 10月 2日生

9カ月児健診 16日（金） H29年 4月 13日～ 5月 12日生

1歳 6カ月児健診 9日（金） H28年 6月 26日～ 7月 18日生

3歳児健診
6日（火） H26年 12月 20日～Ｈ27年1月13日生

27日（火） H27年 1月 14日～ 2月 8日生
2歳児歯科検診 26日（月） H28年 2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。

2 月の「マタニティ・子育て相談会」2 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】14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　
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎83-8121 FAX83-8619

親子ふれあい映画会
「怪盗グルーのミニオン大脱走」映画映画

【とき】2月 18日（日）
　①午前の部 10時から　②午後の部 2時から
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【入場料】500円（3歳以下は無料）
　※芸術鑑賞会員の割引対象外
【前売券販売】1月23日（火）から  午前8時30分～
午後 5時　日曜・月曜（各分館のみ）・祝日を除く

　・市公民館（生涯学習課）
　・真岡西分館（真岡西中学校西側）
　・山前分館（山前改善センター）
　・大内分館（大内改善センター）
　・中村分館（中村改善センター）
　・二宮分館（二宮コミュニティセンター内）
【当日券】販売あり
【主催】真岡市子ども会育成会連絡協議会
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課 
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日・祝日休）

週土曜日曜曜曜曜曜 ）
ららら

スノーノノノノノノノノノノ マン」マママ


