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フリーマーケットフリーマーケット参加者募集参加者募集
【とき】11月23日（金・祝）午前10時～午後3時
【ところ】市民会館南側広場
【対象者】市内在住の方（業者の方は不可）
【出品物】リサイクル品・不用品に限る 　【参加料】無料
【出店数】40店　※申し込み多数の場合抽選
【申し込み】往復はがきに、代表者の住所、氏名、年齢、
職業、電話番号、参加人数、出展物の概要を必ず
記入の上、下記まで郵送 ※10月19日（金）必着
応募枚数は１団体１枚まで。抽選の結果は、返信
はがきでお知らせします。

【その他】11月 8日（木）午後 6時 30分から市公
　民館で参加者説明会を実施予定
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　環境課ごみ減量係 ☎ 83-8692 FAX83-5896

科学教育センター10月科学教育センター10月のの案内案内
★プラネタリウム一般公開★★プラネタリウム一般公開★

【とき】10月 6日、13日、20日、27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「宙ガール★篠原と
もえのレッツ スター ウォッチング」
★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★

秋の月夜の散歩秋の月夜の散歩
【とき】10月 19日（金） 午後7時から
　※途中入場不可（投影時間約 50分）

共通事項共通事項
【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分前から観覧券発売）
※定員になり次第、観覧券の販売終了
【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX 83-6211

第 32 回真岡市美術展第 32 回真岡市美術展
花をモチーフにした絵画と花をモチーフにした絵画と

青磁・青白磁展青磁・青白磁展
　市内の所蔵家から花をモチーフにした絵画と青
磁・青白磁の作品をお借りして展示します。
【開催期間】10月8日（月・祝）まで
【開館時間】午前 9時～午後 6時
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【入場料】無料　【主催】真岡市教育委員会
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

みんなのひろば
●栃木県労働委員会による労働相談会のお知らせ
　《宇都宮会場》【とき】10/12（金）13:00～ 19:00、
10/13（土）11:00～ 17:00【ところ】福田屋ショッ
ピングプラザ宇都宮店《佐野会場》【とき】10/20（土）
11:00～ 17:00【ところ】イオンモール佐野新都市【対
応者】栃木県労働委員会委員【内容】労使関係のトラ
ブル【その他】費用無料、予約者優先（当日参加可能）【問
い合わせ】栃木県労働委員会事務局☎028-623-3337

真岡市文化祭真岡市文化祭ホール部門発表会ホール部門発表会
　市民の皆さんによる発表会です。是非ご来場ください。
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館） 大ホール
【入場料】無料
民舞吟大会（民謡・民舞、日本舞踊、吟詠）
【とき】10月20日（土）午前10時開演（30分前開場）
ダンスと音楽の祭典（フラダンス、四つ竹健康おどり他）
【とき】10月21日（日）午前10時開演（30分前開場）
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

第 4 回 歴史教室開催第 4 回 歴史教室開催
【とき】10月6日（土）午前10時～正午（無料・申込不要）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【講師】水戸市教育委員会　川口 武彦　氏
【演題】『古代常陸国の寺院と官衙研究の最前線』

第 5 回歴史教室第 5 回歴史教室
【とき】11月 17日（土）※時間、会場は上記と同様
【講師】史跡足利学校事務所 所長　大澤 伸啓　氏
【演題】「浄土庭園 高田山専修寺に浄土庭園はあったか（仮）」

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
◆ハロウィンパーティ◆◆ハロウィンパーティ◆

　親子で楽しめる楽器の演奏や読み聞かせ、ハロ
ウィンファッションショーを開催します。
【とき】10月 28日（日）午後 1時～ 2時 30分
【ところ】市立図書館　2階会議室
※ファッションショーは当日の受付で、
　どなたでも参加できます。

◆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
を絵で表現しましょう。年齢は問いません。作品は展
示後、返却します。（希望者にはラミネート加工します）
【受付期間】10月 26日（金）～ 11月 25日（日）
【定員】真岡 20 人、二宮 10 人
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
　二宮図書館 ☎ 74-0286

時 30分

う◆う◆

【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943 FAX83-8554
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844 FAX82-5516

北海道胆振東部地震北海道胆振東部地震
災害義援金災害義援金のの受付受付
　市では下記の場所に募金箱を設置し、義援金の受付
をしています。皆さまの温かいご支援をお願いします。

日本赤十字社日本赤十字社
【募金箱設置場所】
　市民課、社会福祉課、二宮支所、市公民館
【受付期間】平成 31年 3月 25日（月）まで
◆税控除を受けられる方◆
　本義援金を拠出された方については、法律により一
部免除を受けられる場合があります。免除を希望の方は、
足利銀行・栃木銀行にある振込依頼書をご利用ください。
詳しくは、社会福祉課社会福祉係までご連絡ください。

共同募金会共同募金会
【受付窓口】栃木県共同募金会真岡市支会
　（事務局）社会福祉協議会
【受付期間】平成 31年 3月 20日（水）まで
　詳しくは、社会福祉協議会までご連絡ください。

10 月に 70 歳を迎える方へ10 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　10 月に 70 歳になる方、および今年度まだ温泉
券を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししてい
ます。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和23年10月31日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係
　または二宮支所 福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（4月～翌年 3月）に 1回のみです。
　10 月に申請された方への温泉券の交付枚数は、
　6枚（6カ月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

方）

　真岡もめんの着物を着て、門前地区をまちあるきしてみま
せんか。着付けのみのコースのほか、「Trattoria COCORO」
または「もめん茶屋」のランチが付いたコースもあります。
【開催予定日】10月 28日（日）
【参加方法】開催前までに事前予約が必要です。先
着順となりますので、お早めに申し込みください。
※詳しくは観光協会ホームページをご覧ください。
（http://www.moka-kankou.org/）
【申し込み・問い合わせ】 真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

真岡もめんの着物を着て 門前地区をまちあるきしてみ

筋力トレーニング教室（男性・女性）筋力トレーニング教室（男性・女性）
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。
【とき】11月 19日、26日（各月曜日、全 2回）
　午後 7時～ 8時 30分　
【ところ】総合体育館 トレーニング室【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の一般男女 先着 10 人

初心者初心者のためののためのエアロビクス教室エアロビクス教室
　エアロビクスダンスと呼ばれるダンス形式の有酸
素運動です。
【とき】11月 1日、8日、15日、22日
　（毎週木曜日、全 4回）午後 2時～ 3時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室②【参加料】500円
【対象】市内在住または勤務の一般女性 先着 40 人

共通事項共通事項
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、
　タオル、 飲み物
【申し込み】10月10日（水）から、下記電話（平日午
前9時～午後5時15分）・FAX・Eメールにて受付

【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・性別を明記

生涯学習フェスティバル生涯学習フェスティバル
  「やってみよう！」がテーマの初心者向けおためし体験講座「やってみよう！」がテーマの初心者向けおためし体験講座

【対象】市内在住または勤務の方（複数申込可、各講座とも定員を超えた場合は抽選）
【申し込み】各講座の申込期間内に、下記にて電話受付（午前８時30分～午後５時15分）

講座名 日　時 定員 参加料 会場 申し込み
毛筆でデザイン年賀状を

作ってみよう！ 11/10（土）10:00 ～ 12:00 15 人 100 円 市公民館
現在受付中
10/18（木）まで親子でヒップホップ♪ 11/11（日）10:00 ～ 11:30 親子30組 無料 武道体育館

体験ヨガ講座 11/11（日）13:30 ～ 15:00 30 人 無料 スポーツ交流館
大人可愛いビーズウォッチ講座 11/24（土）13:30 ～ 15:30 20 人 1,500 円 市公民館
※詳しくは下記へ直接問い合わせ、またはHP市民講座をご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係 ☎ 82-7151 （日曜日休）

久保記念観光文化交流館 開館4周年記念イベント久保記念観光文化交流館 開館4周年記念イベント

久保邸ハロウィン久保邸ハロウィン
＆＆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
　児童教育に熱心だった故久保貞次郎氏の志を受け継
ぎ、子どもたちに楽しんでもらえるハロウィン＆カレーイ
ベントを開催します。当日はぜひ、仮装して来てください！
【とき】10月28日（日）午前10時～午後3時
【ところ】久保記念観光文化交流館
【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

「まちなか保健室」「まちなか保健室」
健康栄養講座 駅前館健康栄養講座 駅前館

【とき】10月 14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駅前館」
【内容】介護食のトロミのつけ方
【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駅前館
　☎ 080-9990-3998（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

歯周病検診歯周病検診でで歯歯のの健康健康をを守守ろうろう
【実施期間】11月 30日（金）まで（休診日を除く）
【対象者】平成 30 年度中に 40 歳、50 歳、60 歳、
70歳を迎え、自分の歯がある方

【自己負担金】400円（受診時に医療機関へ支払い）
　平成 30年度中に 70歳を迎える方は無料です。
※治療中の方は、通院している医療機関の歯科医師に
　ご相談ください。
【検診内容】
◆口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口内の清掃状況など）
◆歯周ポケット（歯肉からの出血や歯石の有無など）

今年度 76 歳を迎える方限定今年度 76 歳を迎える方限定
後期高齢者歯科健診後期高齢者歯科健診

【実施期間】11月 30日（金）まで（休診日を除く）
【対象者】平成 30年度中に 76歳を迎える方　
【自己負担金】無料
※治療中の方は、通院している医療機関の歯科医師に
　ご相談ください。
【健診内容】
◆口腔内・義歯の状態（歯や歯肉の状態、口内の清掃状況など）
◆歯周ポケット（歯肉からの出血や歯石の有無など）

　クリスマスイベント『サンタと遊ぼう（今年度は
12/15 に実施予定）』で、子どもたちと一緒に遊びま
す。実行委員は、その事業の企画・運営を行います。
【対象】高校生ならどなたでも
【申込期限】10月25日（木）までに下記にて電話受付
※第１回実行委員会は 10月 29 日（月）午後 6時
　から市公民館 第 7会議室で開催予定です。　
【申し込み・問い合わせ】　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜 ･祝日休）

2018 年度サンタと遊ぼう2018 年度サンタと遊ぼう
実行委員募集！実行委員募集！

安全・安心まちづくりフェスティバル安全・安心まちづくりフェスティバル
【とき】10月 14日（日）※雨天決行　※入場無料
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）および周辺
【内容】◆表彰式（10:00 ～ 11:00/ 小ホール）
　◆ふれあい動物園　◆イマキダンシング真岡　　
ミュージカル（13:30 ～ 14:30/ 小ホール）

　◆大声コンテストなど
【問い合わせ】真岡警察署 ☎ 84-0110
  市民生活課市民生活係 ☎ 83-8394 FAX83-8392


