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令和 2年度令和 2年度 第 67 回 真岡市文化祭 参加者募集第 67 回 真岡市文化祭 参加者募集
【開催期間】9月～ 11月　新型コロナウイルス感染状況により､ 変更 ･中止となる場合があります。
【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　専用用紙または、はがきで応募

【応募方法】作品に部門名・住所・
氏名（ふりがな）・電話番号（小
学生・中学生・高校生は、学
校名・学年）を記入し、9/11
（金）（当日消印有効）までに、
事務局へ直接提出または郵送
で応募

※小・中学生は、学校で取りまと
めを行う場合は学校へ提出

【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）

※応募作品の返却不可
※優秀作品は、短冊等に書いて
久保講堂に展示

〈大会〉10/31（土）10:00 ～（受付 9:30 ～）（公民館第 7会議室）
　※事前申込不要　※特選、秀逸、入選の各賞あり
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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　専用用紙または、はがきで応募
〈大会〉10/4（日）13:30 ～（受付 10:00 ～）（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 2首まで　専用用紙または、はがきで応募
　　　　「新 ･旧かな」の別を明記
〈大会〉10/3（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）
　　　　「新 ･旧かな」の別を明記

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（作文用紙）を使用（随筆は 4枚以内）随筆随筆
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【会期】10/16（金）～ 10/18（日）10:00 ～ 16:00 最終日は 15:00 まで（久保講堂）
【対象】洋画 : 油絵、水彩、版画、パステル画等　日本画 : 日本画、水墨画
【規格】洋画 :6 ～ 30号 日本画 :30 号以内　額装はアクリル板、展示用ロープを付ける
【申し込み期限】10/9（金）16:00　【点数】1人 3点まで
〔搬入〕10/15（木）9:00 ～ 11:00　〔搬出〕10/18（日）15:00 ～ 17:00

完全申し込み制
事前申し込み無しでの
当日持ち込み不可
【申し込み方法】
  ギャラリー展応募票
を期日までに文化課
へ提出

【その他】申し込みの
ない作品の持ち込み
は、一切できません。
新作・未発表の作品
に限ります。必ず、
展示作品と作品箱
に、作品票を貼り付
けしてください。不
可抗力による作品等
の損傷は責任を負い
かねます。
※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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【会期】10/23（金）～ 10/25（日）10:00 ～ 16:00（久保講堂）
【対象】各種盆栽、山野草
【申し込み期限】10/16（金）16:00　【点数】1人 5点まで
〔搬入〕10/22（木）9:00 ～ 11:00　〔搬出〕10/26（月）9:00 ～ 11:00
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【会期】10/30（金）～ 11/1（日）10:00 ～ 16:00 最終日は 15:00 まで（久保講堂）
【対象】ちぎり絵、切り絵、押し花、竹はり画、手芸作品、陶芸など
【規格】 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（ロープ等）を用意する
【申し込み期限】10/22（木）16:00　【点数】1人 2点まで　※審査は行いません
〔搬入〕10/29（木）9:00～ 11:00受付〔搬出〕11/1（日）15:00～ 17:00
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【会期】11/13（金）～ 11/15（日）10:00 ～ 16:00 最終日は 15:00 まで（久保講堂）
【対象】漢字、仮名、漢字仮名交じり書、大字書、篆刻、刻字　
【規格】仕上がり寸法 2尺× 8尺（約 70㎝× 250㎝）または画仙紙（97㎝× 180㎝）
以内、縦横は自由（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
【申し込み期限】11/6（金）16:00【点数】1人 1点まで ※参加は、高校生以上に限る
〔搬入〕11/12（木）9:00 ～ 11:00　〔搬出〕11/15（日）15:00 ～ 17:00

写真展写真展
新型コロナウイルス感染防止のため中止とします。華道展華道展

茶会茶会
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10/17（土）・10/18 日（日）10:00 ～ 15:30（市民“いちご”ホール大ホール）
※新型コロナウイルス感染防止のため中止となる場合があります。
【ジャンル】17日（土）民舞吟大会…民謡・民舞、吟詠剣詩舞、日本舞踊、18日（日）ダンスと音楽の祭典
…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】① 3人まで…6分以内② 4～ 10人…8分以内③ 11～ 20人…10分以内
※舞台上で出演者間の接触や呼気を強く発する演目は、出演制限があります。
【申し込み】8/20（木）までに「出演申込書」（事務局窓口・市ホームページで配布）を事務局へ直接提出ま
たは送付してください。(FAX・Eメール可 )
【出演団体代表者会議】9/19（土）10:00（公民館第 3・4会議室）
　開催の可否、出演順・演出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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9/27（日）受付 9:00 ～ 9:45（青年女性会館 2階ホール）
【対象】市内在住の方　【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（新型コロナウイルス感染状況により参加人数を制限する場合あり）

【参加料（昼食・飲み物代）】小学生…500円、一般…1,000 円
【申し込み】事前申込不要、直接会場へお越しください。

表彰式表彰式
11/28（土）10:00（市民“いちご”ホール小ホール）
※新型コロナウイルス感染防止のため中止となる場合があります。
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。
【注意】来場（準備等も含む）の際は、事前に検温し、発熱等風邪の症状がある方はお控えください。
　来場時は、必ずマスク着用の上、アルコール消毒薬等での手指消毒を徹底してください。
【問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地
真岡市文化祭運営委員会事務局（真岡市教育委員会文化課文化振興係）☎ 83-7732 FAX 83-4070

子育て支援センター子育て支援センター＆＆サロン《8月》サロン《8月》
　日程等、変更になる場合がありますので、参加
の際は、市HPや問い合わせ先にて確認ください。
子育て支援センター・地域サロン開設日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

月～日（祝日除く）
9:00～11:30、12:30～16:15

第二子育て
支援センター

月～金（祝日除く）
9:00～11:30、12:30～16:15

二宮地域サロン
（二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

5・12・19・26日（水）
9:00～11:45

にのみや保育園
子育て
支援センター

月～金（6日、13日、14日、
19日、28日、祝日除く）
9:00～12:00、13:00～15:00

第一子育て支援センターの行事予定第一子育て支援センターの行事予定
6日（木）開館時間内いつでも こっこ　身体計測
26日（水）メダルプレゼントのみ こっこ　お誕生会
【問い合わせ】第一子育て支援センター ☎84-1545

第二子育て支援センターの行事予定第二子育て支援センターの行事予定
5日（水）メダルプレゼントのみ ぴよぴよ　お誕生会

20日（木）10:45 ～※予約制 親子で楽しくふれあい遊び
25日（火）10:00 ～※予約制 子育て健康相談
【問い合わせ】第二子育て支援センター ☎84-4100
にのみや保育園子育て支援センターの行事予定にのみや保育園子育て支援センターの行事予定
18日（火）11:00 ～ リズム遊び
【問い合わせ】にのみや保育園子育て支援センター
　☎ 73-2200

市民市民
講座講座 ウクレレを楽しもう
　初心者を対象としたウクレレの教室です。
【とき】8/20、8/27、9/3、9/10、9/17、
9/24、10/1、10/15、10/22、10/29、
11/5、11/12、11/26、12/3、12/17
　（各木曜日、全 15回）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】青年女性会館　【受講料】無料
【対象】市内在住・在勤の成人の方　先着 14人
【持ち物】ウクレレ（ない方はご相談ください）
【申し込み】7月 27日（月）～ 8月 5日（水）の
期間に、本人のみ電話受付可（8:30 ～ 17:15）
※新型コロナウイルスの感染状況により、変更・
中止となる場合があります。

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎82-7150 FAX83-4070（土曜・日曜・祝日休）

雷雷やや打ち上げ花火打ち上げ花火でで犬犬が
   逸走しないために   逸走しないために
　この時期「犬が雷や打ち上げ花火などの大き
な音にびっくりして逃げてしまった」との相談
が多く寄せられます。犬が迷子にならないよう
に、以下のことに十分気を付けましょう。
●雷が鳴り出したときは、犬などの動物は家の中
に入れるなど、逸走しないよう管理しましょう。
●犬の身元証明である鑑札や注射済票は必ず装
着しましょう。連絡先を書いた名札やマイク
ロチップも飼い主を探す手がかりになります。
●もしも逃げてしまった場合は、環境課または
栃木県動物愛護指導センター、真岡警察署へ
すぐに連絡してください。

【問い合わせ】
　環境課環境保全係 ☎ 83-8125  FAX83-5896
栃木県動物愛護指導センター ☎028-684-5458
　真岡警察署 ☎ 84-0110

がが

●SLもおか運転再開
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため運転を休
止していましたが、感染拡大防止策を講じた上で、
7月 18 日（土）から運転を再開しました。乗車人
数制限に伴い、乗車に必要な「ＳＬもおか券（整理
券）」は、インターネットでの事前予約制となります。
また、乗車の際は「マスクの着用」と「ソー
シャルディスタンスの確保」に、ご協力
をお願いします。【問い合わせ】真岡鐵道
株式会社☎ 84-2911FAX84-2913

第34回 真岡市美術展我が家の秘蔵展作品募集第34回 真岡市美術展我が家の秘蔵展作品募集
～静物画と小さな工芸品～～静物画と小さな工芸品～
【募集作品】◆静物画（日本画、油彩、版画など）
　◆小さな工芸品（幅・奥行・高さの合計が
　　30㎝以内程度のもの、器・オブジェなど）
【募集期限】8月 7日（金）まで
【展示期間】10月 8日（木）～ 19日（月）
【展示場所】久保記念観光文化交流館 美術品展示館
【対象】市内在住・在勤の方
【その他】展示は匿名です。応募多数の場合は点
数の制限を行います。販売業者等の応募はでき
ません。作品は全て賠償責任保険に加入します。

【主催】真岡市教育委員会
【申し込み・問い合わせ】文化課文化振興係
 　☎ 83-7732 FAX83-4070

SL もおか券
Web 予約HP

●生きがいデイサービス作品展「なつもよう」
【とき】7月 29日（水）～ 8月 29日（土）
【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

農作業農作業のことはのことは農業公社農業公社へへ
　農業公社では、水稲の収穫・乾燥調整作業な
ど秋作業の申し込みを受け付けています。
【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考
　※ほ場条件等により異なります。
【申し込み】下記窓口にて受付
【問い合わせ】真岡市農業公社
　☎ 83-9931 FAX83-8911

を参考


