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市民市民
講座講座   はじめての韓国語  はじめての韓国語

【とき】6月 3日（火）～ 10月 14日（火）（全 20回）
　午後７時～ 9時午後７時～ 9時
【ところ】市公民館第 2会議室【ところ】市公民館第 2会議室
【対象】市内在住または勤務の成人の方  定員 30人【対象】市内在住または勤務の成人の方  定員 30人
【内容】【内容】初心者を対象にした簡単な日常会話の修得
【受講料】2,180 円（テキスト代）【受講料】2,180 円（テキスト代）
【申し込み】5月 9日 ( 金 ) ～ 22日（木）【申し込み】5月 9日 ( 金 ) ～ 22日（木）
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　受講希望者本人が申し込みください。　受講希望者本人が申し込みください。
　※定員を超えた場合は抽選となります。　※定員を超えた場合は抽選となります。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

根本山しぜん体験教室 
葉っぱを食べる虫を観察しよう葉っぱを食べる虫を観察しよう
　オトシブミやハムシなどの葉っぱを食べる虫や、
それを狙うカマキリやキリギリスの幼虫を探しま
す。若葉と虫たちをたっぷり観察します。
【とき】5月25日（日）午前9時30分～11時 30分
　※小雨決行
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます。
　（小学 4年生以下は保護者同伴）先着 30人
【参加料】無料
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物
【申し込み】5月11日 (日 )から電話受付
【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）

真岡市子ども未来育成事業真岡市子ども未来育成事業

ジュニア育成のための音楽教室ジュニア育成のための音楽教室
開催・参加者募集開催・参加者募集

　真岡市民会館を中心としたジュニア育成事業とし
て、ヴァイオリン教室と邦楽（琴）教室を開催します。
【とき】6月から 11月まで土曜日の午後（約 10回）
【ところ】真岡市民会館小ホールまたは青年女性会館
【対象】真岡市在住の小学 3年生から高校生
【各教室の詳細】
①ヴァイオリン教室　定員：20人　
　費用：15,160 円（楽器レンタル 2,600 円、テキ
　スト 1,100 円、弓張替 5,400 円、弦セット 3,880
　円、松脂 520 円、湿度調整剤 860 円、安全保険
　800円）
　講師：武蔵野音楽大学大学院 秋田ふみ氏（予定）
②邦楽（琴）教室　定員：15人
　費用：13,816円（楽器レンタル1,296円×6カ月、　
　テキスト2,000円、爪3,240円、安全保険800円）
　講師：沢井箏曲院 和久文子 教授（予定）
【申込期限】5月 30日（金）まで
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

フットサル教室フットサル教室
　フットサルはサッカーによく似たスポーツです。
フットサルを楽しみながら、友達づくりをしてみま
せんか。
【とき】6月7日～7月５日（毎週土曜日、全5回）
　午後 2時 30分～ 4時 30分　
【ところ】スポーツ交流館主競技場
【対象】市内小学 1～ 3年生　
　先着 30人【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、タオ
　ル、 飲み物 ※お持ちの方は専用シューズ、ボール
【申し込み】5月 14日（水）受付開始
　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。

親子で卓球教室親子で卓球教室
　子どもからお年寄りまで、誰もが手軽に楽しめる
スポーツです。お父さんやお母さんと一緒に楽しく
卓球を学びましょう。
【とき】6月7日～7月 5日（毎週土曜日、全5回）
　午前 10時～正午　
【ところ】二宮体育館
【対象】市内小学生とその保護者 
　先着20組(40 人程度）【参加料】無料
【持ち物等】ラケット、運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】5月 14日 ( 水 ) 受付開始
　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。

こどもバドミントン教室こどもバドミントン教室
　ラケットの握り方からゲームの仕方まで、バドミン
トンの基礎を楽しく学びます。
【とき】5月24日～6月 21日（毎週土曜日、全5回）
　午前 10時～正午
【ところ】総合体育館 【参加料】無料　
【対象】市内小学4～6年生 　先着40人　
【持ち物等】ラケット、運動できる服装、
　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】E ﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号、学年を明記

第10回栃木県障害者スポーツ大会第10回栃木県障害者スポーツ大会
参 加 選 手 募 集参 加 選 手 募 集

【とき】10月 12日（日）　
【ところ】栃木県総合運動公園ほか
【募集内容】
　◇個人競技：陸上競技、卓球、アーチェリー（身
　体障がい者のみ）、フライングディスク、水泳
　◇団体競技：グランドソフトボール（視覚障がい者
　のみ）、車いすバスケットボール（肢体不自由の車
　いす使用者のみ）、ソフトボール（知的障がい者のみ）
【参加資格者】以下のすべてに該当する方
　①平成26年4月1日現在で12歳以上の身体障が
　い者、または知的障がい者（身体障がい者の方は身
　体障害者手帳をお持ちの方）②真岡市在住で在宅の方
【申込期間】5月 9日（金）～ 5月 23日（金）
【申込先】 身体障がい者の方は市福祉課障害福祉係、
　　　　 知的障がい者の方は真岡さくら作業所
【問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129　FAX82-2340
　真岡さくら作業所 ☎ 82-3725　FAX82-3725

野鳥野鳥ははペットペットではではありません！ありません！
　メジロやオオルリなどの野鳥はペッ
トではありません。かわいらしいから
手元で飼いたいというのは、自由に生
きる野鳥の権利を奪う許されない考え
方です。許可なく野鳥を捕ったり飼ったりするのは
法律で禁止されています。絶対にやめましょう。
【問い合わせ】県東環境森林事務所 ☎ 81-9001
　真岡市環境課環境保全係 ☎83-8125 FAX83-5896

市制施行 60 周年記念事業市制施行 60周年記念事業

真岡で「第九」を歌おう合唱団員募集真岡で「第九」を歌おう合唱団員募集
　市制施行 60 周年記念事業として開催する「第九
演奏会」に、合唱団員として参加し、みんなで感動
を味わいませんか。経験の有無は問いません。多く
の方の参加をお待ちしています。
【とき・ところ】12月13日（土）市民会館大ホール
【応募条件】小学生以上の方（高校生以下は保護者の
　承諾が必要）
【募集定員】男性（テノール、
　バス）100人、女性（ソ
　プラノ、アルト）100人
【募集期限】5月 30日（金）まで
　※定員になり次第締め切り
【参加費】
　一般4,000円、学生2,000円 ※楽譜代は自己負担
【練習日時】毎週火曜日 午後7時 30分～9時 30分
【初回練習日】
　6月 10日（火）午後 7時 30分～ 9時 30分
【練習場所】市民会館、生涯学習館
【申し込み】市民会館（文化課）窓口に用意してある
　申請書と参加費を添えて、申し込みください。
【受付時間】火曜日から土曜日の午前 8時 30 分～ 
　午後 5時
【問い合わせ】市民会館（文化課） ☎ 83-7731

市民市民
講座講座   親子生け花教室  親子生け花教室
　季節の花で生け花を習います。
【とき】5月 25日 ( 日 )、6月 22日 ( 日 )
　午後1時30分～3時30分（1回のみの参加も可）
【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )【ところ】市公民館真岡西分館 (真岡西中学校隣 )
【【対象】市内在住の3歳以上の子どもと保護者 先着15組対象】市内在住の3歳以上の子どもと保護者 先着15組
　※定員に満たない場合は一般の方も参加できます。　※定員に満たない場合は一般の方も参加できます。
【受講料】1回 1,000 円程度【受講料】1回 1,000 円程度
【持ち物】花器、花バサミ、剣山 (持っている方 )【持ち物】花器、花バサミ、剣山 (持っている方 )
【申し込み】5月 17日（土）午前 8時 30分から【申し込み】5月 17日（土）午前 8時 30分から
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（月・日曜・祝日休）

芳賀郡市医師会主催芳賀郡市医師会主催

市民公開講座開催市民公開講座開催
【とき】5月 18日（日）午後１時～ 2時 30分１時～ 2時 30分
　（午後 12時 30分から受付）
【ところ】芳賀郡市医師会館 2階【ところ】芳賀郡市医師会館 2階
　急患センター(芳賀地区救急医療センター)２階　急患センター(芳賀地区救急医療センター)２階
【内容】「認知症は怖くない！」【内容】「認知症は怖くない！」
　～本人も家族も幸せに過すために～　～本人も家族も幸せに過すために～
　　講師：自治医大ステーション・ブレインクリニック 藤本健一 先生講師：自治医大ステーション・ブレインクリニック 藤本健一 先生
【参加料】無料【参加料】無料
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課　☎ 83-8122　FAX83-8619
　芳賀郡市医師会☎ 82-3185　FAX82-3145

みんなのひろば

市民市民
講座講座   初心者の英会話  初心者の英会話

【とき】6月 2日（月）～ 10月 20日（月）（全 20回）
　午後７時～ 8時 30分午後７時～ 8時 30分
【ところ】真岡市公民館【ところ】真岡市公民館
【対象】市内在住または勤務の【対象】市内在住または勤務の
　成人の方　定員 30人　成人の方　定員 30人
【内容】【内容】初心者を対象に基本的な
　日常会話を学習します。
【受講料】2,400 円（テキスト代）【受講料】2,400 円（テキスト代）
【申し込み】5月 9日 ( 金 ) ～ 22日（木）【申し込み】5月 9日 ( 金 ) ～ 22日（木）
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　受講希望者本人が申し込みください。　受講希望者本人が申し込みください。
　※定員を超えた場合は抽選となります。　　　　　※定員を超えた場合は抽選となります。　　　　

 A B C

真岡市制施行 60周年記念真岡市制施行 60周年記念
オリジナルフレーム切手デザイン募集オリジナルフレーム切手デザイン募集
　真岡市では、平成 26 年 10 月 1 日に市制施行
60周年を迎えることから、市内外に広くＰＲする
ため、オリジナルフレーム切手シートを作成します。
　真岡市の魅力を伝えるオリジナルフレーム切手の
デザインを募集します。
◇募集内容　市制施行 60周年記念事業キャッチフ
　レーズ「心を一つに 60年　豊かに真岡　人・夢・
　未来」に沿った、市民の方や市外の方に向けて伝
　えたい情景やお勧め・紹介したい場所・風景など
　の写真・絵画・イラスト（複数応募可）
　※応募作品の返却はいたしません。
◇募集条件
　・作品の大きさは、ハガキ以上Ａ４以内、Eメール、
　　CＤまたはＤＶＤで応募する場合はJPEG形式、
　　フルサイズは１ＭＢまで。
　・ご自身で撮影、製作した未公開のものに限る。
　・受賞した作品の著作権等は、真岡市に帰属する
　　ものとする。
　・受賞作品のデザイン等に関して、若干の修正を
　　加える可能性あり。
◇受賞点数　10 点
◇応募資格　市民の方、市内の事業所にお勤めの方、
　市内に通学されている方。
　※未成年者は、親権者の同意を得ること。
◇応募期限・方法　5月 20日（火）必着。応募用
　紙に必要事項を記入し、作品と一緒に下記へ応募
　してください。（郵送・持参・Eメール可）なお、
　応募用紙は、市役所総合案内で配布、また市ホー
　ムページからもダウンロードできます。
【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課研修厚生係
　☎ 83-8469　Eメール soumu@city.moka.lg.jp

●わたのみ商品券取扱店募集のお知らせ
　真岡商工会議所では、昨年に引き続きプレミアム10％
付きのわたのみ商品券を発行します。発行するにあたり、
今年も取扱店(参加店)を募集します。【参加資格】真岡
商工会議所会員【募集期限】5月20日(火)までに取扱
店参加申込書にて下記へ申し込みください。【申し込み・
問い合わせ】真岡商工会議所☎82-3305 FAX82-7967

総合運動公園サッカー場総合運動公園サッカー場
オープニングイベントオープニングイベント

　真岡市総合運動公園陸上競技場サッカー場のオー
プニングイベントとして、栃木県U-18 公式戦「真
岡高校VS栃木 SCユース」を開催します。ぜひご
観戦ください。
【とき】5月 18日 ( 日 ) 午後 1時から
【入場料】無料
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎84-2811 FAX84-6258


