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【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）
講座名 内容 日　時 定員 参加料 会場

プリンセスケーキ
講座

バタークリームでケーキをデコレー
ションします。初心者向けコースです。

11月 3日（日）
10:00 ～ 12:00

20 人
小学生
以上

1,200円 市公民館
調理室

デンマーク刺繍
講座

クロスステッチを使ってタオル
に模様やイニシャルを入れます。

11月 3日（日）
13:00 ～ 15:00 15 人 1,500円

市公民館
第 2会議室

太極拳 基本の動き方を学び、ゆっくり流
れるリズムと呼吸を感じましょう。

11月 4日（月）
10:00 ～ 11:30 20 人 無料 市公民館

第 3･4 会議室
薔薇の模様のデコもち

講座
カットすると薔薇の花模様が出てく
る、飾り巻き寿司のようなお餅です。

11月 4日（月）
13:30 ～ 15:30 20 人 1,000円

市公民館
調理室

【申し込み】10月 16日（水）までに、下記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）
※詳しくは下記へ直接問い合わせ、またはHP市民講座（詳細画像あり）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）

～生涯学習フェスティバル～～生涯学習フェスティバル～一日体験講座受講生募集一日体験講座受講生募集

里山の生き物調査里山の生き物調査
トリュフを探せ！トリュフを探せ！

共同開催：栃木県立博物館  協力：日本地下生菌研究会共同開催：栃木県立博物館  協力：日本地下生菌研究会
　トリュフなど地下生菌の生態や調査のやり方
を勉強した後、野外に出て、根本山にはどんな
地下生菌があるのかを調査します。
【とき】10月 13日（日）午前 9時～正午
【ところ】根本山自然観察センター ※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます　先着 30人
　（子どもは 6歳以上が望ましい）
【持ち物等】汚れても良い服装、長靴、帽子、
　軍手またはゴム手袋、タオル
【申し込み】9月 29 日（日）から、下記にて電
　話で受付（8:30 ～ 17:15）【参加料】無料
※10月13日（日）の午前中は、野鳥クラフトは休みです。
【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）

科学教育センター 科学教育センター 天体観望会天体観望会
　天体望遠鏡を使って、月や土星を観察します。
【とき】10月11日（金）午後6時30分～7時30分
【対象】先着 30人 （小学生以下は保護者同伴）
【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）【参加費】無料
【申し込み】10月 7日（月）・8日（火）に、
　下記にて電話で受付（8:30 ～ 17:15）
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611

に、

【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

10月10月ののモオカの休日開催モオカの休日開催
【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
3日（木）、17日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

5日（土）、19日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

6日（日）、20日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

10日（木）、24日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

まちなか保健室《10月》まちなか保健室《10月》
ほっとステーション駅前館ほっとステーション駅前館

【申し込み】☎ 080-9990-3998（9:00~16:00）
いきいき脳トレ教室
【とき】2日（水）午前 10時～ 11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「インフルエンザ予防の食事」
【とき】13日（日）午前10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）
健康講座「簡単ストレッチ」
【とき】23日（水）午後1時 30分～ 2時 30分
【講師】スポーツインストラクター

ほっとステーション田町館ほっとステーション田町館
【申し込み】☎ 080-8096-9918（9:00~16:00）
健康講座「簡単ストレッチ」
【とき】9日（水）午後 1時 30分～ 2時 30分
【講師】スポーツインストラクター
いきいき脳トレ教室
【とき】16日（水）午前 10時～ 11時
【講師】オレンジサポーター
栄養講話「食物繊維の健康効果」
【とき】27日（日）午前 10時～正午
【講師】栄養士（栃木県栄養士会県東支部）

共　通　事　項共　通　事　項
【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】各まちなか保健室にて電話で受付
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

食事

時

果」

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします
【期間】10月 11日（金）～ 11月 1日（金）
【対象】該当する方には、個別に登録されている
住所へ通知します。【費用】無料
※水道メーターの交換中は、約 10分間程度水道
が使えなくなります。

※留守の場合でも、交換することがあります。

【問い合わせ】水道課庶務係☎83-8167 FAX84-7512

◆交換業者は、市で発行した証明証を携行していま
す。悪質な訪問販売にご注意ください。

◆交換に支障をきたしますので、メーター
ボックスの上に物を置いたり、近くに犬
などをつながないようお願いします。

10 月の集団健診10 月の集団健診
　日程変更・新規申し込みは、お早めにお願い
します。市で行う健診（集団・施設・人間ドック）
は、いずれか１回限りとなります。
≪生活習慣病健診≫【受付】午前 8時～ 10時

日にち日にち 実施会場実施会場
7 日（月）、11日（金）、
24日（木）、25日（金）総合福祉保健センター

15日（火）、16日（水）市公民館大内分館
28日（月）、29日（火）市公民館山前分館
≪女性がん検診≫【受付】午後1時30分～2時30分

日にち日にち 実施会場実施会場
1 日（火） 市公民館真岡西分館
9日（水） 総合福祉保健センター
24日（木） 二宮コミュニティセンター
※詳細は、市のホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

真岡っ子をみんなで育てよう事業真岡っ子をみんなで育てよう事業
続々見つかる「第二の地球候補」続々見つかる「第二の地球候補」
-地球外生命発見への期待 -- 地球外生命発見への期待 -

　第二の地球はどんなふうに見つか
るのか、地球外生命の証拠をどうつ
かむか、生命の材料は宇宙でどうつ
くられているのか、現状について紹
介します。また、本年度は海外留学
に興味関心を持つ機会づくりとして、高校生に
よる海外留学体験発表会を併せて実施します。
【とき】10月5日（土）午後3時開会（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【内容】第１部：高校生の海外留学体験発表会
　　　  第２部：講演〔出演：渡部 潤一 氏〕
【入場料】無料（全席自由）【申し込み】不要
【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）

空き店舗を利用して空き店舗を利用して
お店を出してみませんかお店を出してみませんか
真岡市中心市街地空き店舗活用事業真岡市中心市街地空き店舗活用事業
　中心市街地に魅力とにぎわいを創出し活性化につ
なげるため、一定区域内の空き店舗に新たに出店す
る事業者に対して、改装費と貸借料を補助します。
補助限度額 補助率 補助対象経費

改
装
費
補
助

60 万円
まで

補助対象
経費の
10分の3
以内

店舗等を改善するた
めの改装費や、店舗
と一体となって使用
する備品など

家
賃
補
助

月 3 万円
まで

家賃の
2 分 の 1
以内

空き店舗の貸借料
《補助期間》
開業した日の属する
月から12カ月

※中心市街地に空き店舗等を所有している方で、
賃貸をお考えの方は「空き店舗バンク」制度が
あります。ぜひ登録ください。

【問い合わせ】商工観光課商業係 ☎83-8643 FAX83-0199 
　真岡商工会議所  ☎ 82-3305
　にのみや商工会 ☎ 74-0324

《第 67 回こらぼ茶話》《第 67 回こらぼ茶話》
蜜蝋クリームを作ってみよう蜜蝋クリームを作ってみよう
【とき】10月 18日（金）午前 10時～正午
【ところ】二宮コミュニティセンター 研修室
【対象】市内在住・通勤・通学の方 先着 20人
【講師】コラボーレスタッフ
【持ち物】あればクリーム容器（容量約 100ml）
【参加費】400円（容器有の場合は 300円）
【申し込み】下記窓口・電話・FAXにて受付
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558（月曜・祝日休）

都市計画変更（素案）都市計画変更（素案）にに
関関するする説明会説明会をを開催開催

【とき】10月 7日（月）午後 6時 30分から
【ところ】市公民館真岡西分館 第 5会議室
【内容】宇都宮都市計画地区計画の変更（素案）
　について（下高間木地区）
【問い合わせ】都市計画課計画係 ☎ 83-8152

離乳食教室 離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方
【とき】10月17日（木）午前10時～11時15分
（アンケートの記入のため、20分前までにお越しください）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 31 年 3・4 月生まれで、離乳食が
始まっているお子さんと保護者　先着 20組

【内容】講話「2回食に向けての進め方」（試食あり）
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】10月 4日（金）午前 9時から、
　下記にて電話で受付
【申し込み・問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

真岡市縁組センター主催真岡市縁組センター主催

婚活セミナー&パーティー婚活セミナー&パーティー
～あま～い♥出会いを見つけませんか～～あま～い♥出会いを見つけませんか～
　コミュニケーション講師の吉井
奈々さんによる、「相手も自分も大切
にするコミュニケーション講座」と
スイーツブッフェを楽しみながら素
敵な出会いを見つけませんか。
【とき】11月 10日（日）午後 1時 15分～５時
【ところ】フォーシーズン静風（台町 11番地 8）
【対象】30歳以上 45歳までの独身男女 各 15人
　※男性は市内在住または勤務の方
　　女性の制限はありません。
【参加料】男性 :4,000 円、女性 :2,000 円
　（当日集金）※スイーツブッフェ・飲み物代
【申込期限】10月 18日（金）※当日消印有効
所定の参加申込書が必要です。詳しくは、下記へ問
い合わせ、または、市ホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】
　出会い結婚サポートセンター ☎ 83-1234


