
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

●「健康街づくりシンポジウム」開催
「ユニバーサルツーリズムからみた健康づくり、街づ
くり」についての講演会とパネルディスカッションを
行います。【とき】12月 8日（日）13:30 ～ 16:30【と
ころ】フォーシーズン静風【定員】100 人【参加料】
無料【主催】みや通り街なみ協議会【問い合わせ】Ｎ
ＰＯ法人いろは企画☎ 81-5544

●「こらぼひろば」コラボ－レもおかにて開催
登録団体「日本野鳥の会栃木」の活動紹介と写真展を
行います。【とき】12/27（金）まで【問い合わせ】
コラボーレもおか☎ 81-5522

●書道愛好会会員募集
【とき】第 2・4土曜日 13:30 ～ 16:00【ところ】市
公民館【内容】ペン字、漢字、かな、臨書（半紙条幅）【参
加料】月額 2,000 円（小・中学生 1,000 円）【申し込
み・問い合わせ】☎ 82-8663（三浦）

●求職者支援制度による職業訓練
再就職を希望し、一定要件に該当する求職者の方に職
業訓練を提供します。◆「パソコン・簿記基礎科」　【と
ころ】よくわかるパソコン教室陽東校（宇都宮市陽東）
【訓練期間】H26/1/22 ～ H26/5/21 9:00 ～ 15:40
◆「経理・OA事務養成科」【ところ】よくわかるパソ
コン教室（宇都宮市細谷）【訓練期間】H26/1/22 ～
H26/5/21 9:00～ 15:40【申込み】最寄りのハローワー
ク　〆切H25/12/25【その他】要件を満たせば訓練期
間中に受講給付金が受給できる場合あり【問い合わせ】
よくわかるパソコン教室☎028-680-5399（山村）

 親子料理教室

時

みんなのひろば

第 6回第 6回  歴史教室歴史教室ののお知らせお知らせ
　今年のテーマは「近世・近代の真岡」、今年度最
終回です。参加は自由ですので、ぜひ参加ください。
【とき】12月7日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】市公民館第 3・4会議室（2階）
【講師】東京芸術大学大学院教授　上野 勝久 氏
【演題】「東日本大震災と金鈴荘の復旧」
【参加料】無料　
【申し込み】事前申し込み不要、当日会場にて受付
【その他】皆勤賞の表彰があります。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

市民市民
講座講座

料理講座料理講座
家庭で作るスペイン料理家庭で作るスペイン料理

　パエリヤ、ナテージャ（カスタードのお菓子）、キャ
ロットサラダを作ります。
【とき】12月 20日（金）　午前９時 30分～正午　午前９時 30分～正午
【ところ】市公民館　真岡西分館【ところ】市公民館　真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方【対象】市内在住または勤務の方
　先着 20人　先着 20人
【受講料】800 円（材料代）【受講料】800 円（材料代）
【持ち物】タオル【持ち物】タオル
【申し込み】12月 14日（土）から【申し込み】12月 14日（土）から電話で受付話で受付
　（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】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781  FAX 84-6936  （月・日曜・祝日休）

みんなで楽しむみんなで楽しむ
ショートテニス教室 ショートテニス教室 その3その3

【とき】12月 14日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館
【対象】市内小学生以上 先着 30人　
【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、　
　タオル、飲み物
【申し込み】現在受付中
　電話（平日午前8時30分～午後5時15分）・FAX
　・Eメールで申し込み。定員になり次第締め切り。
【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（学年）を明記

スポンジ
ボール使用

12 月に 70 歳を迎える方へ12 月に 70 歳を迎える方へ

井頭温泉券井頭温泉券が利用できますが利用できます
　12 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 18年 12月 31日以前に生まれた方）　
【ところ】福祉課高齢者福祉係、二宮支所福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（交付窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。12 月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 4枚（12 月～翌年 3月分）です。

【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係 ☎83-8195 FAX82-2340

二宮文化会館自主事業二宮文化会館自主事業

ファミリーコンサートファミリーコンサート
～オーケストラで聴くジブリ音楽～～オーケストラで聴くジブリ音楽～

　誰もが知っているスタジオジブリの映画音楽を、
「Ｎ響団友オーケストラ」の演奏で聴くことができ
るチャンスです。
【とき】 平成26年2月2日（日）
　午後３時開演（30分前開場）　
【ところ】二宮文化会館
【出演】木村弓、井上あずみ、
 　本名陽子  ほか
【入場料】全席指定一般 2,500 円、
　中学生以下 1,500 円（前売り・当日共に）
　※真岡市芸能鑑賞会会員は500円引き（市民会館
　　および二宮文化会館で販売するチケットのみ）
　※ 4歳未満の入場はご遠慮ください。
【チケットについて】下記窓口にて現在発売中
　◆文化課（祝日を除く月曜～土曜日）☎83-7731
　◆二宮文化会館（祝日を除く火曜～土曜日）☎74-3373
　◆金子電機真岡店  ☎82-1200◆㈲暮田商会☎82-2611
　◆えびはら書店  ☎74-0075
【問い合わせ】二宮文化会館
  ☎ 74-3373　FAX 74-4007（日・月曜・祝日休）

  クリスマスファミリーコンサートクリスマスファミリーコンサート
　お子さんと一緒に楽しいクリスマスを過ごしませ
んか。申し込みは不要です。
【とき】12月7日（土）
　午前10時30分から
【ところ】子育て支援センター
【内容】独唱、重唱、ピアノ連弾など
【出演】小倉伸一氏ほか「響和会」メンバー
【問い合わせ】
　子育て支援センター☎ 84-1545（FAX兼）

第 22回第 22 回  
文化活動資金積立芸能発表会文化活動資金積立芸能発表会
　真岡市文化協会会員が、日頃の活動の成果を披露
します。
【とき】12月 8日（日）
　午前10 時開演（30 分前開場）
【ところ】二宮文化会館
【入場料】500円（全席自由）
　前売り券は文化課（公民館内）および二宮文化会
　館で発売中
【内容】日本舞踊、民謡、四つ竹健康踊り、ダンスなど
【主催】真岡市文化協会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

第 38回第 38 回
市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』
【とき】平成26年1月22日（水）
　午前 8時集合・出発
　（集合：久保講堂南側砂利駐車場）
　午後 6時帰着予定
【行き先】東京国立博物館特別展
　「クリーブランド美術館展」「人間国宝展」
　国立西洋美術館企画展「モネ、風景を見る眼」
【対象】市内在住の方　80人（申込多数の場合は抽選）
【持ち物】お弁当（東京国立博物館敷地内での昼食
　となります）
【参加料】2,600円（入館料、当日徴収）
【申込方法】往復はがきで申し込み（1通当たり 2人
　まで申込可能）
　参加者全員の住所・氏名・電話番号を記入（障害
　者手帳をお持ちの方は「障害者手帳あり」と記入）、
　返信用はがきに代表者の郵便番号・住所・氏名を
　記入し、下記申込先へ郵送ください。
　12月 16 日（月）消印有効
【主催】真岡市教育委員会
【申込先・問い合わせ】真岡市役所文化課文化振興係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731　FAX83-4070

図書館図書館
イベントイベント 第5回 第 5回 新春書初め教室新春書初め教室
　書道家の大塚雅恵先生の指導による書道教室を開
催します。作品の一部を図書館に展示する予定です。
【とき】平成 26年 1月 5日（日）
　午前 10時～ 11時 30分
【ところ】図書館 2階会議室
【対象】小学生（2年生以下は保護者同伴）
【参加料】無料
【持ち物等】習字セット、汚れても
　差し支えない服装
【申し込み】12 月 6 日（金）から電話または窓口
　で申し込みください。定員になり次第終了。
【その他】宿題はご遠慮ください。
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

市民活動理解促進講座市民活動理解促進講座  

新聞で暮らしを豊かに新聞で暮らしを豊かに
～記者に学ぶ新聞活用術～～記者に学ぶ新聞活用術～

　新聞の役割と活用方法を、第一線で活躍する記者か
ら学びます。
【とき】12月10日（火）午後2時～4時
【ところ】二宮コミュティセンター
【講師】下野新聞社　記者
【定員】市内在住または勤務の方　先着 20人
　（定員になり次第終了）
【参加料】無料
【問い合わせ】コラボーレもおか
　 ☎ 81-5522　FAX 81-5558（月曜・祝日休館）

みんなで語る！コラボの部屋みんなで語る！コラボの部屋
～絵・演劇・語り等の活動を～絵・演劇・語り等の活動を

している人たちの交流会～している人たちの交流会～
【とき】12月12日（木）午後1時30分～3時
【ところ】二宮コミュティセンター
【対象】絵・演劇・語り等の活動を行っている方
　先着 10人  【参加料】200円
【問い合わせ】コラボーレもおか
 ☎ 81-5522　FAX 81-5558（月曜・祝日休館）

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　秘書課広報広聴係☎ 83-8100 FAX83-5896
　E ﾒｰﾙ　kouhou@city.moka.lg.jp　
　市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.city.moka.tochigi.jp/

市ホームページ市ホームページへのへの広告広告をを募集募集
【掲載料金】◇トップページ＝ 45,000 円／ 3カ月
　◇コンテンツトップページ＝ 15,000 円／ 3カ月
【バナーのサイズ】縦 60×横 190（ピクセル）
【掲載期間】3カ月を単位とし、原則 3カ月以上
　　　　　12カ月以内（更新可）
【アクセス件数】約 50,000 件／月平均（あくまで
　参考の数値で件数を保証するものではありません）
【申し込み】市ホームページ（下記URL参照）に　
　ある「バナー広告募集」をご覧ください。

≪年末年始のごみ収集≫≪年末年始のごみ収集≫

【問い合わせ】環境課清掃係☎83-8126 FAX83-5896

きれいなまちづくりにご協力くださいきれいなまちづくりにご協力ください
12/1512/15（日）（日）年末市内一斉清掃年末市内一斉清掃
【実施内容】公共の場所（道路、河川、公園など）の
　空き缶、空きビン、紙くずなどの収集をお願いします。
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）②空き缶・空
　きビン ③雑草・木の枝 ④その他（４種類に分けて午
　前９時までに指定のステーションに出してください）
※もえるごみ、空き缶、空きビンは、必ず透明ま
　たは半透明の袋に入れて出してください。
※雑草・木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れるか、
　袋に入れない場合は、束ねて縛ってから出してください。
※家庭内のごみは絶対に出さないでください。
【その他】雨天中止（順延なし）※中止の場合のみ、
　午前 7時に防災無線でお知らせします。

12月 31日（火）から1月2日（木）は、ごみの収
集はありません。絶対にごみを出さないでください。

真岡市行政情報番組案内真岡市行政情報番組案内
　市からのお知らせや、イベント情報などをお伝え
する行政情報番組「ほっとステーションもおか」は、
真岡ケーブルテレビ（いちごてれび）で毎日放送
しています。ぜひ、ご覧ください。
【放送時間】1 日 3回  午前 8時から、午後 1時から、
　午後 6時から（※日曜日は午前 7時からのみ）
【12 月 9日（月）～ 12月 15日（日）放送内容】
　◆市政ニュース ◆ようこそ市長室へ《年末交通安全
　県民総ぐるみ運動・年末年始特別警戒》◆もおか
　インフォ ◆広報もおか ◆ウィークリーニュース 

【問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎83-8100  FAX83-5896

※行政情報番組を視聴する場合は、真岡ケーブ
ルテレビへの加入が必要となります。視聴の申
し込みは、真岡ケーブルテレビへ（☎ 83-5001）


