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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。

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18日 (月 )まで【申し込み】8月18日 (月 )まで電話受付（午前8時話受付（午前8時
　30分～午後 5時 15分）※受講者本人が申し込　30分～午後 5時 15分）※受講者本人が申し込
　みください。（定員を超えた場合は抽選）　みください。（定員を超えた場合は抽選）
【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 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18日 (月 )まで【申し込み】8月18日 (月 )まで電話受付（午前8時話受付（午前8時
　30 分～午後 5時 15 分）※受講者本人が申し込　30 分～午後 5時 15 分）※受講者本人が申し込
　みください。（定員を超えた場合は抽選）　みください。（定員を超えた場合は抽選）

根本山しぜん体験教室 
セミのぬけがら調べセミのぬけがら調べ

　牛乳パックでバスケットを作ってから、雑木林へ
セミの抜け殻を探しに行きます。集めた抜け殻から
セミの種類を調べてみましょう。　
【とき】8月 24 日（日）午前 9時～ 11時 30 分　
　※雨天中止
【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 25人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　
【持ち物等】歩きやすい服装、帽子、飲み物、バスケッ
　ト作りの材料 (牛乳パック 4つ、ホチキス、接着
　テープ、はさみ、定規、筆記用具 )
【申し込み】8月 10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）

　   平成 26 年度 第 61 回 真岡市文化祭 参加者募集
【開催期間】平成26年9月～11月　【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
俳
句
俳
句
〈審査〉【高校生・一般】1人 3句まで　※はがきで応募 【応募方法】

作品に、部門名・住所・氏名・
電話番号を記入し、事務局へ
※高校生は、学校名・学年も記入
【提出期限】9/19（金）
【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）
※応募作品は返却できません。
※俳句・川柳・短歌の優秀作
　品は、短冊等に書いて展示

〈大会〉11/2（日）受付 9:30 ～（公民館第 7会議室）※事前申込不要※各賞あり

川
柳
川
柳
〈審査〉【高校生・一般】1人 3句まで　※はがきで応募
〈大会〉10/12（日）受付 8:30 ～（青年女性会館ホール）※事前申込不要※各賞あり※当日出句

短
歌
短
歌

〈審査〉【高校生・一般】1人 2首まで　※はがきで応募
〈大会〉10/18（土）13:00 ～ 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 )

詩詩〈審査〉【高校生・一般】1人 1編まで　
　　　　※ 400字詰め原稿用紙（B4）を使用（随筆は 4枚以内）随筆随筆

盆栽展盆栽展 10/24（金）～ 26（日）10:00 ～ 16:00（久保講堂）※事前申込不要。作品を会場へお持ちください。各種盆栽、山野草 1人 5点まで【搬入】10/23（木）9:00 ～ 11:00 受付（久保講堂）【搬出】10/27( 月 )9:00 ～ 11:00 返却    
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11/1（土）～ 3（月）10:00 ～ 16:00　※3日は 15:00 まで（青年女性会館ホール）※事前申込不要。作品を会
場へお持ちください。〔洋画〕油絵、水彩画、版画、パステル画等〔日本画〕日本画、水墨画　※洋画（6～ 30
号）・日本画（30号以内）ともに、1人 3点まで。額装はアクリル板、展示用ロープをつける【搬入】10/31（金）
13:00 ～ 15:00 受付（青年女性会館）【搬出】11/3( 月 )15:00 ～ 17:00、11/4( 火 )9:00 ～ 11:00 返却※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。

書
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展
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11/1（土）～ 3（月）10:00 ～ 16:00　※3日は 15:00 まで（久保講堂）※事前申込不要。作品を会場へお持ちください。
漢字、仮名、漢字仮名交じり書、大字書、篆刻 1人 1点まで ※参加は高校生以上 ※仕上がり寸法 2尺×8尺（約
70㎝× 250㎝）または画仙紙（約 97㎝× 180㎝）以内、縦横自由（2尺×8尺は縦のみ）、仕上げは額装・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【搬入】10/31（金）
13:00 ～ 15:00 受付（久保講堂）【搬出】11/3( 月 )15:00 ～ 17:00、11/4( 火 )9:00 ～ 11:00 返却 ※芳賀地方芸
術祭の出品作品は久保講堂で保管します。
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11/1（土）～ 3（月）10:00 ～ 16:00　※3日は 15:00 まで（商工会議所）※事前申込不要。作品を会場へお持ち
ください。〔写真〕白黒またはカラ―写真（デジタル合成不可）1人 3点まで ※四つ切～全紙以内、額装はアクリル板、
展示用ロープをつける〔木彫〕木彫り作品 1人 5点まで ※100 ㎝立方以内、壁面に飾る作品は展示用ロープをつけ
る〔手工芸〕ちぎり絵、切り絵、押し花、手芸作品、陶芸など 1人 2点まで ※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を用意する【搬入】10/31（金）13:00 ～ 15:00
受付（商工会議所）【搬出】11/3( 月 )15:00 ～ 17:00、11/4( 火 )9:00 ～ 11:00 返却 ※木彫・手工芸は審査を行
いません。 ※芳賀地方芸術祭の出品作品は久保講堂で保管します。

華道展華道展 10/25（土）・26（日）10:00 ～ 16:30（青年女性会館ホール）【活込】10/24（金）13:00 ～ 17:00【揚花】10/26（日）16:30 ～【華席】幅、奥行きが 90㎝× 90㎝以内【申し込み】氏名、住所、電話番号、流派を 9/26（金）までに事務局へ
茶
会
茶
会

真岡市茶華道協会茶道部が、一般の方を対象にお茶会を開催します。お気軽にお立ち寄りください。呈茶無料※数量限定
10/26（日）10:00 ～ 15:00（青年女性会館青年室・女性室）、11/2（日）10:00 ～ 15:00（青年女性会館青年室）

ホールホール

10/25（土）・26日（日）10:00 ～ 15:30（市民会館大ホール）【ジャンル】25日（土）…民謡・民舞、吟詠剣詩舞、
日本舞踊 / 26 日（日）…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～ 9人…8分以内、③ 10人以上…10分以内【申し込み】8/25（月）
までに「出演申込書」(事務局窓口・市ホームページで配布 )を事務局へ送付または持参 (FAX・Eメール可 )【出演
団体代表者会議】9/13（土）13:30 ～（公民館第 3・4会議室）出演順・時間等の調整を行います。※必ず出席

将
棋
将
棋

9/28（日）9:00 ～（青年女性会館ホール）※事前申込不要。直接会場へお越しください。（ただし小学生の部は学
校を通して申し込み）【クラス分け】◇小学生の部 ･･･ ① 1 ～ 4年生、② 5・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【参加料（昼食・飲み物代）】小学生…500円、一般…1,000 円【受付】9:00 ～ 9:45

表彰式表彰式 12/6（土）10:00 ～（市民会館小ホール）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。なお本年度は市制施行 60周年記念事業として、市長賞・議長賞を設けます。受賞者には事務局から連絡します。
※俳句・川柳・短歌は中学生（指定の用紙使用）、詩・随筆は、小・中学生の作品も募集しています。学校を通してご応募ください。
　【申し込み・問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地
　　事務局（真岡市教育委員会文化課文化振興係）☎ 0285-83-7731　FAX 0285-83-4070

市民市民
講座講座 尺八を吹こう尺八を吹こう

【とき】8月23日、30日、9月6日、13日、20日【とき】8月23日、30日、9月6日、13日、20日
　（各土曜日、全5回）午前9時30分～11時30分　（各土曜日、全5回）午前9時30分～11時30分
【ところ】中村農村環境改善センター【ところ】中村農村環境改善センター
【対象】市内在住または勤務の方　先着 10人【対象】市内在住または勤務の方　先着 10人
【受講料】５00 円（テキスト代）【受講料】５00 円（テキスト代）
【持ち物】尺八　※お持ちでない方は練習用の尺八【持ち物】尺八　※お持ちでない方は練習用の尺八
　を貸し出します。　を貸し出します。
【申し込み】8月 12日（火）～ 16日（土）まで　【申し込み】8月 12日（火）～ 16日（土）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）
【申し込み・問い合わせ】中村農村環境改善センター
　☎ 82-2902  FAX 83-6148  （日・月・祝日休）

市民市民
講座講座 和てんまり講座和てんまり講座

【とき】9月6日、13日、20日、27日、10月4日
　(各土曜日、全 5回 )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 (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 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【内容】てまりを作ります。(講座で作る予定のてまり【内容】てまりを作ります。(講座で作る予定のてまり
　を西分館ロビーに展示していますのでご覧ください)　を西分館ロビーに展示していますのでご覧ください)
【受講料】1,000 円程度 (材料代 )【受講料】1,000 円程度 (材料代 )
【持ち物】糸切りばさみ、針 (刺しゅう用・毛糸用 )、【持ち物】糸切りばさみ、針 (刺しゅう用・毛糸用 )、
　玉針 (玉の小さなもの )、メジャー　玉針 (玉の小さなもの )、メジャー
【申し込み】8月 19日（火）から【申し込み】8月 19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】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座

お菓子づくり講座お菓子づくり講座
夏野菜のパウンドケーキと水ようかん

　夏野菜を使って手軽にできるパウンドケーキと水
ようかんを作ります。
【とき】8月 30日 ( 土 ) 午前 10時から午前 10時から
【ところ】市公民館真岡西分館 調理室  【ところ】市公民館真岡西分館 調理室  
【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】800円程度 (材料代 )【受講料】800円程度 (材料代 )
【持ち物】エプロン、タオル、お持ちの方は角ケー【持ち物】エプロン、タオル、お持ちの方は角ケー
　キ型 (23 ㎝× 7㎝程度 )　キ型 (23 ㎝× 7㎝程度 )
【申し込み】8月 19日（火）から【申し込み】8月 19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）

みんなのひろば
●民話の会「花もめん」第70回まちおこし「ふるさとの昔ばなし」
　【とき】8/22（金）13:30開演【ところ】情報センター2
階マルチビジョンルーム【入場料】無料【演目】きっちょ
むさん、ことしゃみせん ほか【問い合わせ】☎82-9574（水沼）
●真岡市制施行 60周年記念協賛事業
　スポーツダンス10種目・毎月1回の無料講習会
　今月はマンボ・ブルースを体験します。【とき】9/6(土)9:30
～10:30【ところ】スポーツ交流館多目的室①【対象】市内在
住または通勤・通学の方【持ち物】ダンスシューズまたは体育
館シューズ【問い合わせ】DSみゆき☎83-2453(渡邊)
●あなたが防ぐ電気事故 ！8月は電気使用安全月間
　・自宅の分電盤に漏電遮断機はついていますか ・たこ足
配線にしていませんか ・エアコンや洗濯機にアースはつい
ていますか ・差し込んだプラグにほこりがたまっていませ
んか ・コードを束ねて使用していませんか　素人工事は危
険です！電気工事は登録(届出)標識のある工事店で！【問
い合わせ】栃木県電気工事業工業組合芳賀支部☎82-9161

くらしのこと 福祉のこと これからの“とちぎ”のことくらしのこと 福祉のこと これからの“とちぎ”のこと
知事と語ろう！とちぎ知事と語ろう！とちぎ
元気フォーラム in 真岡元気フォーラム in 真岡

【とき】9月 27日（土）午後 1時 30分から　
【ところ】青年女性会館 ホール 1・2
【対象】県内在住または通勤・通学の方
【申し込み】次の①～⑦の項目を記載し、下記へ申
　し込みください。(ハガキ・FAX・Eメールまた
　は直接電話 )①郵便番号、住所 ②氏名 ③年齢 ④
　性別 ⑤電話番号 ⑥職業 ⑦託児、手話通訳・要約
　筆記希望の有無　9 月 12 日 ( 金 ) 当日消印有効
【申し込み・問い合わせ】〒320-8501（住所記入不要）
　栃木県広報課　☎028-623-2158　FAX028-623-2160
　E ﾒｰﾙ kocho@pref.tochigi.lg.jp

真岡市制施行60周年記念事業真岡市制施行60周年記念事業

「ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡」「ちゃれんじ 60 歩こうか 真岡」
参加者大募集参加者大募集

　健康のためにウォーキングを習慣にしましょうと
いう事業です。気軽に参加してみませんか。みんな
で歩いて健康になりましょう。
【とき】9月 1日 ( 月 ) ～ 11月 30日 ( 日 )
【対象】市内在住の 18歳以上の方
　(個人・グループでの参加も可 )
【内容】期間中に 1日 1,000 歩以上のウォーキング
　を 60日以上実施し、「ウォーキング記録票」等
　に記入します。60日以上達成し、記録票を提出
　した方には、達成賞・オリジナルグッズを贈呈します。
【申込方法】所定の申込用紙 (下記窓口・市役所案内・
　二宮支所窓口に用意。ホームページからも印刷可)
　に記入し、下記まで申し込みください。申し込まれ
　た方には、「ウォーキング記録票」等をお渡しします。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　健康増進課成人健康係　☎83-8122 FAX83-8619

初心者初心者のためののための女性水泳教室女性水泳教室
【とき】9月 11日、25日、10月 9日、23日、　　
　11月 13日、27日（毎月第２・４木曜日、全6回）
　午後 1時～ 2時 30分　
【ところ】フィールドビックスイミングスクール真岡
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着40人
【参加料】無料【持ち物等】水着、水泳帽子、ゴーグル
【注意事項】妊娠中の方、高校生は参加できません。会
　場施設の駐車場は使用できません。参加者は総合体
　育館などの近隣市関係施設駐車場を利用してください。
【申し込み】8月 13日（水）から受付
　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・年齢を明記


