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市民市民
講座講座 フラダンス（一般）講座フラダンス（一般）講座

【とき】8月29日、9月5日、12日、19日、26日
　(各金曜日、全 5回 )午前 10時～正午午前 10時～正午
【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】市内在住または勤務の方　先着 30人【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人
【持ち物等】運動できる服装、上履き (体育館シュー【持ち物等】運動できる服装、上履き (体育館シュー
　ズ等）、タオル、飲み物　ズ等）、タオル、飲み物
【申し込み】8月 12日（火）から【申し込み】8月 12日（火）から電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【その他】9月 28日 ( 日 ) から「親子フラダンス講【その他】9月 28日 ( 日 ) から「親子フラダンス講
　座」を予定しています。　座」を予定しています。
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

カルフルとちぎ2014こころのつどいカルフルとちぎ2014こころのつどい
栃木県障害者文化祭参加者募集栃木県障害者文化祭参加者募集
【とき】10月24日（金）、25日（土）　
【ところ】とちぎ福祉プラザ
【募集内容】①作品展部門：絵画、工芸、書道、写真、文芸
　など（1人1点限り）②芸能部門：演劇、音楽などの
　発表（個人・団体ともに1発表あたり8分以内）③カ
　ラオケ部門：1曲あたり２コーラス以内または3分以内
【申し込み】8月 6日（水）までに、在宅の障がい
　者の方は市福祉課へ、障害者施設利用者は各施設
　へ、学校通学者は各学校へ申し込みください。　
　（福祉課に所定の申込用紙があります）　　
【申し込み・問い合わせ】福祉課障害者福祉係
　 ☎ 83-8129　FAX82-2340

コラボーレもおか コラボ共催講座　コラボーレもおか コラボ共催講座　
今、みんなで考えるエネルギー！今、みんなで考えるエネルギー！
　燃料電池車、ソーラハウス、風力発電装置等の体
験を通して、大切なエネルギーの現状や発電につい
て学びましょう。
【とき】8月 9日（土）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 204会議室
【対象】エコに関心のある方(親子で参加歓迎)　先着20人
【参加料】無料　【講師】もおかエコの会の皆さん
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558

≪8月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

21日
（木）   9:30 ～ 16:00 真岡ライオンズクラブ

(ザ・ビッグエクストラ真岡店)
28日
（木）

  9:30 ～ 11:00 県東健康福祉センター
12:30 ～ 16:30 栃木県芳賀庁舎

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX 83-8619

●お越しください！「菅谷（すがたに）不動尊夜店市」
　【とき】8/2( 土 )17:00 から【ところ】海潮寺境内
【問い合わせ】☎ 82-2411( 菊嶋 )
●放送大学10月入学生を募集しています
　放送大学では、平成 26 年度第 2学期 (10 月入学 )
の学生を募集しています。放送大学は、テレビ等の放
送やインターネットを利用して授業を行う通信制の大
学です。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学
など、幅広い分野を学べます。【出願期限】8/31( 日 )
まで※資料を無料で差し上げています。【問い合わせ】
放送大学栃木学習センター☎ 028-632-0572

市民市民
講座講座

古典に親しもう古典に親しもう
『源氏物語』を読もう『源氏物語』を読もう

　「御法」「幻」の巻を中心に、栄華と愛憎と苦悩に
満ちた、光源氏の最晩年の姿を垣間見る。果たして、
源氏の魂の救いはあるのか。
【とき】9月 3日～ 11月 5日（各水曜日、全 10回）
　午後 1時 30分～ 3時 30分午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市公民館 会議室【ところ】市公民館 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
【受講料】820 円（文庫本代『源氏物語』）【受講料】820 円（文庫本代『源氏物語』）
【申し込み】8月 1 日（金）～ 18 日 ( 月 ) まで【申し込み】8月 1 日（金）～ 18 日 ( 月 ) まで電
　話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※受講者本人が申し込みください。（定員超えの場合抽選）　※受講者本人が申し込みください。（定員超えの場合抽選）
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151  FAX 83-4070（日曜日・祝日休）

市民市民
講座講座 男のフライパン料理男のフライパン料理
　料理はしてみたいけれど、面倒くさいと思っている
人におすすめ。フライパンで簡単な料理を作ります。
【とき】8月 18日、25日（各月曜日、全 2回）
　午前 9時 30分～ 11時 30分　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】市公民館 調理室【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住または勤務の成人男性　定員15人【対象】市内在住または勤務の成人男性　定員15人
【受講料】1,200 円 (材料代各回 600 円 )【受講料】1,200 円 (材料代各回 600 円 )
【持ち物】エプロン、三角巾 (バンダナ )、筆記用具【持ち物】エプロン、三角巾 (バンダナ )、筆記用具
【申し込み】8月 1日（金）～ 9日（土）まで【申し込み】8月 1日（金）～ 9日（土）まで電話話
　受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※受講者本人が申し込みください。（定員超えの場合抽選）　※受講者本人が申し込みください。（定員超えの場合抽選）

市民市民
講座講座 　 陶 芸 教 室　 陶 芸 教 室
　粘土をこねることから焼成まで、あなたのオリジ
ナル作品が出来上がるまで指導します。
【とき】8月30日、9月6日、20日、10月4日、18日、
　11月 1日（各土曜日、全 6回）午後 2時～ 4時午後 2時～ 4時
【ところ】市公民館山前分館【ところ】市公民館山前分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料】4,300 円（材料代等）【受講料】4,300 円（材料代等）
【持ち物】粘土をこねる板（縦 40㎝×横 40㎝程度）、【持ち物】粘土をこねる板（縦 40㎝×横 40㎝程度）、
　粘土を入れる発泡スチロールの箱（縦40㎝　粘土を入れる発泡スチロールの箱（縦40㎝
　×横 40㎝×高さ 20㎝程度）　×横 40㎝×高さ 20㎝程度）
【申し込み】8月 5日（火）から【申し込み】8月 5日（火）から電話受付話受付
　（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】市公民館山前分館
　☎ 82-2802  FAX 83-6146  （日・月・祝日休）

離乳食教室 2回食に向けての進め方
【とき】8月 21日（木）
　午前 10時～ 11時 15分
　（開始 10分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成 26 年 1～ 2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「離乳食の進め方」（試食あり）、「赤ちゃ
　んの予防接種と健康」
【持ち物】母子手帳、こどもの健康Book、筆記用具
【申し込み・問い合わせ】8/8（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121  FAX83-8619

8 月に 70 歳を迎える方へ8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

　8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 19年 8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（交付窓口に用意）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。8月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 8枚（8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

市民市民
講座講座 朗読・ボイストレーニング朗読・ボイストレーニング
　初心者向けに『魅力のある声とことばを目指して』
をテーマに学習します。
【とき】9月 1日、8日、22日、29日、
　10月 6日、27日（各月曜日、全 6回）
　午後 1時 30分～ 3時　午後 1時 30分～ 3時
【ところ】青年女性会館 会議室　【受講料】無料【ところ】青年女性会館 会議室　【受講料】無料
【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員20人【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員20人
【申し込み】8月 1 日（金）～ 18 日 ( 月 ) まで【申し込み】8月 1 日（金）～ 18 日 ( 月 ) まで電
　話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※受講者本人が申し込みください。（定員超えの場合抽選）　※受講者本人が申し込みください。（定員超えの場合抽選）

みんなのひろば

第 57回 舞踊発表会第 57 回 舞踊発表会
　華やかで気品のある日本舞踊を披露します。ぜひ
ご覧ください。
【とき】8月 3日（日）午前 10時開演
　（30分前開場）
【ところ】市民会館 大ホール  
【入場料】無料　【主催】真岡日本舞踊会
【問い合わせ】文化課　☎ 83-7731 FAX83-4070

真岡市制施行 60 周年記念 　   真岡市制施行 60 周年記念 　   
  第 31回第 31回真岡井頭マラソン真岡井頭マラソン
大会参加者募集　大会参加者募集　

【同時開催】ねんりんピック栃木2014マラソン交流大会【同時開催】ねんりんピック栃木2014マラソン交流大会
【とき】10月5日（日）※雨天決行（荒天中止）
　開会式 : 午前 8時 30分から
【ところ】井頭公園および周辺道路
【種目・参加費】◇親子（2km、親または祖父母と小
　学 1～ 4年生） 1 組 2,000 円 ◇小学 5・6年生男女
　別（2km）・中学生男女別（5km）1,000 円 ◇一般
　（高校生以上）年代別・男女別（5km・10km）2,500
　円 ◇一般（60歳以上）男女別（3km）2,500円
【申込期間】現在受付中。8 月 11 日（月）まで
　（申込期間中に参加料の支払を完了してください）
　①郵便局での振り込み、または大会事務局（総合
　体育館）へ直接申し込み ②インターネットによ
　る照会・申し込み《照会》テクノプランhttp://
　www.tecnoplan.co.jp《申し込み》スポーツエン
　トリーhttp://www.sportsentry.ne.jp ③専用用紙
　による FAX 申し込み FAX0120-37-8434（24
　時間可。8/11 は 17:30 まで）④電話申し込み☎
　0570-550-846（平日の 10:00 ～ 17:30）
【問い合わせ】大会について…真岡井頭マラソン大会
実行委員会（総合体育館内）☎84-2811 FAX84-6258
申し込みについて…エントリーセンター（テクノプラン）
　☎ 048-778-5880（平日：9:00 ～ 18:00）

真岡市総合型地域スポーツ真岡市総合型地域スポーツ
クラブ創設プレ事業クラブ創設プレ事業

　総合型地域スポーツクラブとは、「いつでも、ど
こでも、だれでも、いつまでも」スポーツを楽しむ
ことができるようにするために、住民により自主的・
主体的に運営されるスポーツクラブです。

◆◆ か け っ こ 塾か け っ こ 塾 ◆◆
　夏休みの2日間で、かけっこの基礎や早く走るコツ
をしっかり学びます！　　
【とき】8月26日（火）、27日(水)午前9時～11時
【ところ】総合運動公園陸上競技場
　(雨天時：山前分館多目的ホール )
【対象】小学 1～ 6年生　先着 20人
【参加料】1人200円(26日に会場でお支払いください)
【申し込み】8 月 22 日（金）までに電話（平日
　午前 8時 30分～午後 5時 15分）またはＦＡＸ・
　Eメールで申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
（スポーツ振興課内）  ☎ 84-2811  FAX84-6258
※FAX・Eメールの場合は氏名・住所・電話番号、学年(年齢）、性別を明記

◆◆グラウンドゴルフ教室グラウンドゴルフ教室◆◆
【とき】8月 24日（日）午前 9時～ 11時
【ところ】総合運動公園陸上競技場　※雨天中止
【対象】小学1年生～高齢者の方　先着30人
【参加料】1人 200 円
( 当日会場でお支払いください )

【申し込み】8月 21日 ( 木 ) までに電話
（平日午前 8時 30 分～午後 5時 15 分）または
ＦＡＸ・Eメールで申し込みください。

◆◆ニュースポーツ教室ニュースポーツ教室◆◆
　ディスゲッターナイン等、子どもから高齢者の方
までどなたでも楽しめる種目を行います。ぜひご家
族で参加ください。
【とき】8月 23日（土）午後 1時～ 3時
【ところ】総合運動公園陸上競技場
　(雨天時：山前分館多目的ホール )　
【対象】5、6歳児～高齢者の方　先着 30人
【参加料】1人200円(当日会場でお支払いください）
【申し込み】8 月 21 日 ( 木 ) までに電話（平日
　午前 8時 30分～午後 5時 15分）またはＦＡＸ・
　Eメールで申し込みください。

第 1回 初心者のための

ZUMBA（ズンバ）教室 ZUMBA（ズンバ）教室 
　ラテン系の音楽とダンスを融合させて創作されたダ
ンスフィットネスエクササイズ「ZUMBA」を学びます。
【とき】9月 2日、9日、16日
　（各火曜日・全 3回）　午前 10時～ 11時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着20人
【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】8月 6日（水）から受付開始。
　電話（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分 ) ま
　たは FAX・Eメールで申し込みください。
【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・年齢を明記

締 切締 切
間 近！間 近！
申し込みは申し込みは
お早めに！お早めに！

根本山しぜん体験教室 
夏休みクラフト夏休みクラフト 竹でぶんぶんごまを作ろう 竹でぶんぶんごまを作ろう
　根本山にあるモウソウチクを使って、回すとブン
ブンと音が鳴るぶんぶんごまを作ります。　
【とき】8月17日（日）午前9時～11時　※小雨決行
【ところ】根本山自然観察センター　【参加料】無料
【対象】どなたでも参加できます。先着 20人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　
【持ち物等】動きやすい服装、軍手、
　筆記用具、定規、はさみ
【申し込み】8月3日（日）から電話受付
　(午前 8時 30分～午後 5時 )
【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・祝日の翌日休み）


