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　   令和元年度令和元年度 第 66 回 真岡市文化祭 参加者募集第 66 回 真岡市文化祭 参加者募集
【開催期間】9月～11月【対象】市内居住または通勤・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（A5）を使用 【応募方法】小 ･中学生は、

学校へ提出。高校生・一般
は、作品に、部門名・住所・
氏名・電話番号（高校生は、
学校名・学年も記入）を
記入し、事務局へ

【提出期限】9/13（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〉11/9（土）10:00 ～（受付 9:30 ～）（青年女性会館研修室）
　※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（A5）を使用
〈大会〉10/6（日）13:30 ～（受付 13:00 ～）（青年女性会館ホール）
　※事前申込不要　宿題・席題・謝選を設け、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（A5）を使用　　
〈大会〉10/5（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
10/25（金）～ 27（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】10/24（木）9:00 ～ 11:00 受付（久保講堂）【搬出】10/28（月）9:00 ～ 11:00 返却    
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10/4（金）～6（日）10:00～ 16:00最終日は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、版画、パステル画等（6～30号）《日本画》日本画、
水墨画（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】10/3（木）9:00～ 11:00 受付（久保講堂）【搬出】10/6（日）15:00 ～ 17:00 返却

【その他】新作・
未発表の作品
に限る。作品
の裏や箱に、
作品名、氏名
を記入した作
品票を貼付

※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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11/1（金）～ 3（日）10:00 ～ 16:00 最終日は 15:00 まで（久保講堂）
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《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（ガラス禁止）・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【申し込み】10/17（木）までに
事務局にて受付※参加は高校生以上 
【搬入】10/31（木）9:00～ 11:00 受付（久保講堂）【搬出】11/3（日）15:00 ～ 17:00 返却
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10/18（金）～ 20（日）10:00 ～ 16:00 最終日は 15:00 まで（久保講堂）《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、組写真は、1ｍ
× 1ｍのパネルに収める）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 2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
【申し込み】写真展は事前申込不要、工芸展は 10/10（木）までに事務局にて受付※木彫・
手工芸は審査を行いません。
【搬入】10/17（木）9:00～ 11:00受付（久保講堂）【搬出】10/20（日）15:00～ 17:00返却  

華道展華道展 10/12（土）・13（日）10:00～ 16:00（久保講堂）【活込】10/11（金）13:00～ 17:00【揚花】10/13（日）16:00～《華席》幅奥行き各 90㎝以内【申し込み】9/13（金）までに氏名・住所・電話番号・流派を事務局へ連絡

茶会茶会 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】10/13（日）10:00 ～ 15:00（青年女性会館 青年室・女性室）

ホールホール

10/19（土）・20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】19日（土）…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、20日（日）…民謡・民舞、吟詠剣詩舞、日本舞踊【出演時間】① 3人まで…6分以内② 4～ 9人
…8分以内③ 10人以上…10分以内【申し込み】8/20　（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】9/21（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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9/29（日）受付 9:00 ～ 9:45（青年女性会館 2階ホール）
【クラス分け】◇小学生の部 ･･･ ① 1～ 3年生② 4～ 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
※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 9/12（木）までに申し込み）

表彰式表彰式 11/30（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。
※文化祭の開催要項や申込書は、下記窓口に備え付けてあります。
【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

第38回第38回吟詠剣詩舞発表会吟詠剣詩舞発表会
【とき】8月 24日（土） 
　午後 1時開演（午後 0時 30分開場）
【ところ】市民“いちご”ホール〈小ホール〉
【内容】市内の吟詠剣詩舞愛好家が一堂に集い、
　幽玄な吟詠と華麗な剣詩舞を発表します。
【入場料】無料　【主催】真岡市吟詠剣詩舞会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

体験学習を開催します（高等部）体験学習を開催します（高等部）
栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校 
　栃木県立益子特別支援学校では、特別な支援
が必要なお子さまの教育について、保護者の皆
さまや各関係機関の方々に、より一層ご理解い
ただくため、次の通り体験学習を開催します。
【とき】9月 9日（月）（受付：午前 9時から）
　午前 9時 15分～午後 0時 30分
【ところ】栃木県立益子特別支援学校
【対象】次年度本校に入学を考えている生徒およ
び保護者（高等特別支援学校受験希望者を含
む）、関係機関の職員

【内容】高等部概要、授業見学、校舎内見学、教
育相談（原則として全員）

【持ち物等】運動着着用、上履き、飲み物
【申し込み期間】8月 19日（月）～ 23日（金）
【申し込み】学校教育課指導係
　☎ 83-8181 FAX83-8080 
【問い合わせ】栃木県立益子特別支援学校
　☎ 72-4915 FAX72-7895（担当：見目）

認知症カフェ 認知症カフェ あったカフェあったカフェ
　認知症カフェとは、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できる場です。
【とき】8月23日（金）午後1時30分～3時30分
【ところ】共生型医療福祉施設 田井の里
　（西田井 748-2）　【参加料】200円
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】講話「昭和の鉄道風景～私とお召し列車～」
【申し込み】田井の里（☎81-6500）にて電話で受付
【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 FAX83-6335

韓国料理を作って、食べて、韓国料理を作って、食べて、
韓国の文化にふれてみませんか韓国の文化にふれてみませんか
　夏野菜を使って、手軽に作れる韓国の定番家
庭料理、ビビンバ、オイキムチ、花菜（果物を使っ
たデザート）を作ります。
【とき】9月 8日（日）午前 10時～正午
　（受付：午前 9時 30分～）
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住・在勤で韓国料理に興味がある方
　親子での参加も可　先着 20人
【参加費（材料代）】当日徴収します
　国際交流協会会員 500 円、 非会員 1,000 円　
　※当日会員登録可（年会費 1,000 円）
【持ち物】エプロン、三角巾
【講師】蓼沼 順子 氏
【申し込み】下記にて電話または FAXで受付
【申し込み・問い合わせ】国際交流協会事務局
　（市民生活課）☎ 83-8719 FAX83-8392

野菜たっぷり料理教室野菜たっぷり料理教室
　大根しそぎょうざ、ゴーヤのツナ詰め揚げな
どを作ります。
【とき】9月17日（火）午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館　調理室
【対象】市内在住の方　先着 24人
【参加費】600円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】8月 16日（金）から下記8月 16日（金）から下記
　にて電話で受付　にて電話で受付（平日 8:30 ～ 17:15）
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 FAX83-8619

みんなのひろば
● 8月は個人事業税の納期です
お手元に個人事業税（第一期分）の納税通知書が

届いた方は、9月 2日（月）までに、県税事務所の
窓口、最寄りの金融機関や郵便局、指定されたコン
ビニエンスストア等で納付をお願いします。なお、
9月中にお申し込みいただければ、12月 2日（月）
納期限の個人事業税（第二期分）から口座振替で納
税できます。振り替え希望の金融機関（郵便局以外）
または県税事務所にお申し出ください。【問い合わせ】
真岡県税事務所☎ 82-2136

●第2回オカリナ演奏会「オカリナに魅せられて」
【とき】8月 25日（日）14:00 開演、13:30 開場
【ところ】市民“いちご”ホール〈小ホール〉入場無料
【主催】オカリーナ真岡【後援】真岡市教育委員会
●とちぎ女性・高齢者新規就業支援事業
　「就職活動準備講座 in 真岡市」
【とき】①シニア対象8月 29日（木）②女性対象9
月5日（木）③女性・シニア対象9月12日（木）午
前 10時 30分～正午【内容】①②キャリアプラン、
就職活動の進め方、応募書類の書き方、面接対策③個
別相談会【ところ】市公民館【定員】各回先着10人【参
加費】無料【持ち物】筆記用具【申し込み・問い合わせ】
㈱ワークエントリー栃木事業部☎028-612-8643Ｅ
メール shuroshien@we-tochigi.sakura.ne.jp

●統計グラフ栃木県コンクール作品募集
県では、県内小学生・中学生・高校生・学生・一

般の方を対象に統計グラフを募集しています。課題は
自由です。小学 4年生以下の方は、児童が自ら観察、
調査した結果をグラフにしたもので応募してくださ
い。【応募締め切り】9月 10日（火）必着。詳しくは、
栃木県統計課ホームページをご覧ください。【申し込
み・問い合わせ】〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20
栃木県県民生活部統計課（管理普及担当）☎ 028-
623-2242Ｅメール tokeika@pref.tochigi.lg.jp

●あなたがすすめる健康づくり体験談募集中
【募集テーマ】自分の健康管理のために行っている健
康法とその効果【募集部門】◎運動部門（運動、スポー
ツなど）◎暮らし部門（食事、生活習慣など）◎生
きがい部門（社会活動、趣味など）【対象】後期高齢
者医療制度に加入している本県の被保険者【応募方
法】次の 2点を郵送または Eメールにて下記へ申し
込み①健康づくり体験談（題名と本文。原稿用紙 2
～ 3枚程度）②必要事項（応募部門、郵便番号、住所、
氏名、生年月日、電話番号）を記入した用紙（様式任意）
【申込期限】9/30（月）必着【優秀作品】最優秀賞：
1点（旅行券 3万円分）、優秀賞：3点（商品券 1万
円分）※応募者全員にQUOカード（500 円分）を
贈呈【申し込み・問い合わせ】栃木県後期高齢者医
療広域連合総務課〒320-0033 宇都宮市本町 3-9栃
木県本町合同ビル2階☎ 028-627-6805
Eメール：soumu@kouikirengo-tochigi.jp

●全国一斉「子どもの人権 110番」強化週間
【期間】8月 29 日（木）～ 9月 4 日（水）8:30 ～
19:00（土 ･ 日は 10:00 ～ 17:00）【実施機関】宇
都宮地方法務局 栃木県人権擁護委員連合会
☎フリーダイヤル 0120-007-110


