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　   平成 30 年度平成 30 年度  第 65 回 真岡市文化祭 参加者募集第 65 回 真岡市文化祭 参加者募集
【開催期間】10月～11月（川柳大会除く）　【対象】市内在住または通勤・通学されている方および真岡市文化協会会員
部門部門 参　加　規　定　等参　加　規　定　等
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〈審査〉  【高校生・一般】1人 3句まで　※はがきで応募
　　　 【中学生】1人 2句まで　指定の投稿用紙（Ａ 5）を使用

【応募方法】
作品に、部門名・住所・氏名・
電話番号を記入し、事務局へ
　※高校生は、学校名・学年も記入
【提出期限】9/14（金）
【その他】
題材は自由（ただし、新作・未
発表の日本語で書かれた作品）
　※応募作品は返却不可
　※優秀作品は、短冊等に書
　　いて久保講堂に展示

〈大会〉11/3（土）10:00 ～（受付 9:30 ～）（公民館第 7会議室）
　※事前申込不要　※各賞あり
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〈審査〉  【高校生・一般】1人 3句まで　※はがきで応募
　　　 【中学生】1人 2句まで　指定の投稿用紙（Ａ 5）を使用
〈大会〉    H31.3.24（日）受付 9:00 ～（青年女性会館ホール）（栃木県川柳大会と同時開催）　
　　　　  ※事前申込不要※各賞あり※当日出句
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〈審査〉  【高校生・一般】1人 2首まで　※はがきで応募
　　　 【中学生】1人 1首まで　指定の投稿用紙（Ａ 5）を使用　　
〈大会〉10/6（土）13:30 ～ 17:00（公民館第 7会議室）　※事前申込必要
　　　　※審査用と別のはがきに「大会用」と朱書きして提出 (1人 1首 )

詩詩〈審査〉  【小学生・中学生・高校生・一般】1人 1編まで　
　　　　※ 400字詰め原稿用紙を使用（随筆は 4枚以内）随筆随筆

盆栽展盆栽展 10/19（金）～ 21（日）10:00 ～ 16:00（久保講堂）※事前申込不要。作品を会場へお持ちください。各種盆栽、山野草 1人 5点まで【搬入】10/18（木）9:00 ～ 11:00 受付（久保講堂）【搬出】10/22（月）9:00 ～ 11:00 返却    
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10/5（金）～ 7（日）10:00 ～ 16:00　※ 7日は 15:00 まで（久保講堂）※事前申込不要。作品を会場へお持ちく
ださい。〔洋画〕油絵、水彩画、版画、パステル画等〔日本画〕日本画、水墨画　※洋画（6～ 30号）・日本画（30
号以内）ともに、1人 3点まで。額装はアクリル板、展示用ロープをつける【搬入】10/4（木）9:00 ～ 11:00 受付
（久保講堂）【搬出】10/7（日）15:00 ～ 17:00 返却　※芳賀地方芸術祭の出品作品は久保講堂で保管します。搬出
日に久保講堂会議室まで各自作品を移動してください。
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11/2（金）～ 4（日）10:00 ～ 16:00　※ 4日は 15:00 まで（久保講堂）【申し込み】10/18（木）までに事務局
へ申し込みください。漢字、仮名、漢字仮名交じり書、大字書、篆刻、刻字、1人 1点まで ※参加は高校生以上 
※仕上がり寸法2尺×8尺（約70㎝× 250㎝）または画仙紙（97㎝× 180㎝）以内、縦横自由（2尺×8尺は縦のみ）、
仕上げは額装・仮巻・軸装・巻物など展示可能なもの ※所定用紙に釈文（白文）・住所・氏名 (本名および雅号 )を
記入【搬入】11/1（木）9:00 ～ 11:00 受付（久保講堂）【搬出】11/4（日）15:00 ～ 17:00 返却 ※芳賀地方芸術
祭の出品作品は久保講堂で保管します。
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10/26（金）～ 28（日）10:00 ～ 16:00　※ 28日は 15:00 まで（久保講堂）【申し込み】写真展は事前申込不要、
工芸展は 10/11（木）までに事務局へ申し込みください。〔写真〕白黒またはカラ―写真（デジタル合成不可）1人
3点まで ※四つ切～全紙以内、額装はアクリル板、展示用ロープをつける〔木彫〕木彫り作品 1人 5点まで 
※ 100 ㎝立方以内、壁面に飾る作品は展示用ロープをつける〔手工芸〕ちぎり絵、切り絵、押し花、竹はり画、手
芸作品、陶芸など 1人 2点まで ※ 30 号以内、立体作品は 100 ㎝立方以内、平面作品は 100 ㎝× 100 ㎝以内、展
示できるような付属品を用意する【搬入】10/25（木）9:00 ～ 11:00 受付（久保講堂）【搬出】10/28（日）15:00
～ 17:00 返却 ※木彫・手工芸は審査を行いません。 ※芳賀地方芸術祭の出品作品は久保講堂で保管します。

華道展華道展 10/13（土）・14（日）10:00～ 16:00（青年女性会館ホール）【活込】10/12（金）13:00～ 17:00【揚花】10/14（日）16:00～【申し込み】9/14（金）までに、氏名・住所・電話番号・流派を事務局へご連絡ください。
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真岡市茶華道協会茶道部が、一般の方を対象にお茶会を開催します。
【茶席】10/14（日）10:00 ～ 15:00（青年女性会館 青年室・女性室）

ホールホール

10/20（土）・21日（日）10:00～ 15:30（市民“いちご”ホール《市民会館》大ホール）【ジャンル】20日（土）…民謡・
民舞、吟詠剣詩舞、日本舞踊／21日（日）…ダンス（フラ、ハワイアン、よさこい、四つ竹、バレエ、ヒップホップ等）、
音楽全般、伝統芸能【出演時間】①3人まで…6分以内、②4～9人…8分以内、③10人以上…10分以内【申し込み】
8/21（火）までに「出演申込書」(事務局窓口・市ホームページで配布 )を事務局へ送付または持参 (FAX・Eメール可 )【出
演団体代表者会議】9/29（土）10:00～（公民館第3・4会議室）出演順・時間等の調整を行います。必ず出席してください。
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10/27（土）【受付】9:00～ 9:45（青年女性会館2階ホール）※事前申込不要。直接会場へお越しください。（ただし小学
生の部は学校を通して9/13（木）までに申し込み）【クラス分け】◇小学生の部･･･① 1～ 4年生、②5・6年生の2ク
ラス　◇一般の部（中学生以上）…棋力に応じた３クラス【参加料（昼食・飲み物代）】小学生…500円、一般…1,000円

表彰式表彰式 11/24（土）10:00 ～（市民“いちご”ホール《市民会館》小ホール）審査のある各部門に、文化祭賞・準文化祭賞・奨励賞・佳作を設け表彰します。受賞者には事務局から連絡します。

【申し込み・問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地
　事務局（真岡市教育委員会文化課文化振興係）☎ 83-7731 FAX 83-4070

9 月9 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 6日（木） H30年 3月 27日～H30年4月25日生

9カ月児健診 7日（金） H29年 11月 23日～H29年12月7日生

1歳 6カ月児健診
14日（金） H29年 1月 24日～Ｈ29年2月10日生

21日（金） H29年 2月 11日～Ｈ29年3月10日生

3歳児健診 11日（火） H27年 8月 23日～H27年9月16日生
2歳児歯科検診 25日（火） H28年 9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。
9 月の「マタニティ・子育て相談会」9 月の「マタニティ・子育て相談会」

【とき】12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】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX 82-2340

「まちなか保健室」「まちなか保健室」
健康講座・健康栄養講座健康講座・健康栄養講座

駅前館駅前館
健康講座「熱中症予防」

【とき】22日（水）午後 1時 30分～ 2時 30分
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション駅前館」
【対象】市内在住の方　先着 10人　【講師】保健師
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付：午前 9時～午後 4時）

田町館田町館
健康講座「熱中症予防」

【とき】24日（金）午後 1時 30分～ 2時 30分
【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 先着 10人　【講師】保健師
健康栄養講座「適正量を食べる」

【とき】26日（日）午前 10時～正午　
【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 先着 15人　【講師】栄養士
【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

真岡市まちかど美術館　常設企画展真岡市まちかど美術館　常設企画展
久保貞次郎と世界の児童画久保貞次郎と世界の児童画
　　美術評論家の久保貞次郎が収集した国内外の貴重な
児童画を展示します。
【開催期間】10月 29日（月）まで
【ところ】真岡市まちかど美術館
【入場料】無料
【問い合わせ】真岡市まちかど美術館
　 ☎ 080-8736-3984（火曜日休）

マイバッグデザイン 　
コンクール作品募集コンクール作品募集 　
　　マイバッグの利用促進を図る活動の一環として、マ
イバッグのデザイン画を募集します。イバッグのデザイン画を募集します。最優秀賞作品
は、真岡市マイバッグデザインに採用します。
【募集作品】自分で持って買い物をしてみたい、と
思う素敵なマイバッグのデザイン画をお待ちして
います。20cm× 20cmの範囲におさまるように、
画用紙に描いて応募してください。

【応募資格】市内在住または通勤・通学している方
【募集期限】9月 10日（月）必着
　詳しい応募方法は市ホームページをご覧ください。
【応募先・問い合わせ】
　環境課ごみ減量係 ☎ 83-8692 FAX83-5896
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　おはぎと葛きりの作り方を学びます。
【とき】9月 4日（火）午前10時～正午
【ところ】市公民館 調理室【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住、勤務の成人の方 32人（定員超抽選）【対象】市内在住、勤務の成人の方 32人（定員超抽選）
【受講料】1,500 円【受講料】1,500 円
【持ち物等】エプロン、三角巾、手拭用タオル、【持ち物等】エプロン、三角巾、手拭用タオル、
　筆記用具　筆記用具
【申し込み】8月 25日（土）までに電話受付【申し込み】8月 25日（土）までに電話受付
　（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（日曜・祝日休）

プロに学ぶ和菓子作りプロに学ぶ和菓子作り
～おはぎ・葛きり編～～おはぎ・葛きり編～

市民市民
講座講座 茶 道入門茶道入門
　茶道を通して、日本の伝統文化やおもてなしの心・
美しい所作を身につけます。
【とき】9/21、9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、
11/2、11/16（各金曜日、全8回）午前9時30分～正午

【ところ】青年女性会館 女性室【ところ】青年女性会館 女性室
【対象】市内在住、在勤の成人の方　【対象】市内在住、在勤の成人の方　15人15人
　（定員を超えた場合は初心者優先）　　（定員を超えた場合は初心者優先）　
【受講料】2,000 円（全講座のお菓子代）【受講料】2,000 円（全講座のお菓子代）
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をお持ちでない方は、別途、袱紗代900円がかかりますをお持ちでない方は、別途、袱紗代900円がかかります
※※欠席や途中で講座を止めた場合でも、返金はできません欠席や途中で講座を止めた場合でも、返金はできません
【申し込み】8月 25 日（土）～ 9月 5日（水）ま【申し込み】8月 25 日（土）～ 9月 5日（水）ま
で電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）で電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

認知症カフェ認知症カフェ
　同じ悩みを抱えた方たちが集まり、ほっとする時
間を共有する場です。

もめんカフェもめんカフェ
【とき】8月 27日（月）午前 10時～ 11時
【ところ】ウエルカフェ（ウエルシア真岡高間木店）
【対象】市内に住む認知症の方またはそのご家族
【内容】内服薬について　【参加料】無料
【申し込み】下記にて電話受付（午前8時30分～
　午後5時15分）

木綿カフェ木綿カフェ
【とき】9月 1日（土）正午～ 1時 30分
【ところ】グループホームエフビー木綿の郷
　（下高間木 1-7-1）
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】認知症相談、流しそうめん
【参加料】200円（小学生以下は無料）
【申し込み】グループホームエフビー木綿の郷
　（☎ 81-3880）にて電話受付
【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 FAX 83-6335

「認知症の人を支える方へ」「認知症の人を支える方へ」
家族家族のの介護教室介護教室ののご案内ご案内
　認知症の方を支えている家族の方が集まり、認知症
について学んだり相談したりできる場を作りました。
　9 月 6 日（木）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】市公民館 第 7会議室
【内容】講話「認知症について学ぼう」、情報交換
【講師】芳賀赤十字病院　認知症疾患医療センター
　認知症認定看護師　久保 明子 氏
　10 月 12 日（金）午後 1 時 30 分～ 3 時
【ところ】グループホーム エフビー木綿の郷（下高間木1-7-1）
【内容】講話「グループホームの役割・見学」、情報交換
【講師】グループホーム　エフビー木綿の郷 
　施設長　片岡 美奈 氏
【対象】認知症の方を介護している市民の方　
【申し込み】下記へ電話で申し込み【参加料】無料
【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

　

みんなのひろば
● 8月は電気使用安全月間です
　災害時の安全対策をしましょう。①停電に備えて
懐中電灯など準備しておく②地震が起きたら電化製品
のスイッチを切ってプラグを抜く③避難するときはブ
レーカーを切る④切れた電線には絶対触らない【問
い合わせ】栃木県電気工事業工業組合芳賀支部☎ 82-
9161または一般財団法人関東電気保安協会

野外焼却は禁止されています野外焼却は禁止されています
　ごみ等の野外焼却による煙や臭いで、周囲の方に
迷惑を掛けていませんか。
　家庭から出るごみは分別し、「資源①・②」や「も
えるごみ」、「その他（もえないごみ）・粗大ごみ」
の収集日に出しましょう。
　住みよい生活環境づくりのため、皆さま一人一人
の自覚と実践をお願いします。
【問い合わせ】環境課清掃係 ☎83-8126 FAX83-5896


