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市民市民
講座講座 ３B 体操３B 体操男性の方も歓迎！男性の方も歓迎！
　３B(ボール、ベル、ベルター )を使い、音楽に合
わせながら楽しく体を動かすストレッチ体操です。
【とき】9月18日、25日、10月2日、9日、16日
　(各木曜日、全 5回 )午前 10時から午前 10時から
【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
【受講料】無料【受講料】無料
【持ち物等】運動できる服装、バスタオル、飲み物【持ち物等】運動できる服装、バスタオル、飲み物
　（お持ちの方はヨガマットを持参してください）　（お持ちの方はヨガマットを持参してください）
【申し込み】9月 6日（土）から【申し込み】9月 6日（土）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）

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

グラウンドゴルフ教室グラウンドゴルフ教室
【とき】9月 14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】9月 11日 ( 木 ) まで
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。

ただ今チケット発売中！ただ今チケット発売中！
真岡市制施行60周年記念事業・真岡市民会館自主事業真岡市制施行60周年記念事業・真岡市民会館自主事業

週末よしもと 真岡 お笑いまつり！週末よしもと 真岡 お笑いまつり！
　博多華丸大吉、ロバート、アジアン、平成ノブシ
コブシ、2700、くまだまさし、上原チョーが出演！
【とき】9月 27日（土）
　午後 6時 30分開演　6時開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 前売り券：3,800円、当日券：4,300円
　真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
　※当日券は前売りで完売しなかった場合にのみ販売
　※５歳以上有料、４歳以下膝上無料、席が必要な場合は有料
　※購入したチケットの払い戻しは不可
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30～17:15)
　ｻﾝﾗｲｽ゙ ﾌ゚ ﾛﾓー ｼｮﾝ東京☎0570-00-3337(10:00～19:00)
　ｻﾝﾗｲｽﾞｵﾝﾗｲﾝ http://www.sunrisetokyo.com/
　チケットぴあ ☎0570-02-9999（Pコード437-939）
　ローソンチケット☎0570-084-003（Lコード37574）
　イープラスhttp://eplus.jp/
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731　FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

市民市民
講座講座

一度受講した方も再チャレンジできます一度受講した方も再チャレンジできます

韓国語講座韓国語講座
【とき】9月 17日 ( 水 ) ～ 12月 17日 ( 水 )
　毎週水曜日　午後 7時 30分～ 9時
【ところ】市公民館大内分館(大内農業構造改善センター)  【ところ】市公民館大内分館(大内農業構造改善センター)  
【対象】市内在住または勤務の成人の方　先着30人【対象】市内在住または勤務の成人の方　先着30人
【内容】韓国語の日常会話の修得【内容】韓国語の日常会話の修得
【受講料】2,180 円 ( テキスト代『できる韓国語』)【受講料】2,180 円 ( テキスト代『できる韓国語』)
【申し込み】9月 5日（金）から【申し込み】9月 5日（金）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】市公民館大内分館
　☎ 82-2704 FAX83-6147（日・月曜・祝日休）

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

ディスクゴルフ教室ディスクゴルフ教室
フリスビーに似た用具を使って行うレクリエー

ションスポーツです。小さなお子様から高齢者の方
まで、どなたでも楽しめます。
【とき】9月 27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】9月 25日 ( 木 ) まで
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

市民市民
講座講座

料理で広がるコミュニケーション料理で広がるコミュニケーション
男の食場体験男の食場体験    男子厨房男子厨房にに入ろう入ろう

　和食が世界遺産に登録されました。未来へつない
でいくためにあなたが伝えたい食とは？
【とき】10月 8日、15日、22日、29日
　（各水曜日・全 4回）　午前 9時 30分～正午
【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
　※定員を超えた場合は抽選となります。
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ）、筆記用具
【受講料】2,400 円（４回分の材料代）
【申し込み】9月 26 日（金）午後 5時 15 分まで
　電話受付。受講者本人が申し込みください。
【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）

9 月 6 日9 月 6 日
キューロクキューロクのの日プレゼンツ日プレゼンツ
　9月 6日のキューロクの日にちなんだ
特別企画「こどもキューロク体験教室」
と、キューロクの日 1周年を記念した、
「車掌車連結走行」を行います。ぜひお
楽しみください。
【とき】9月 6日 (土 )【ところ】ＳＬキューロク館

こどもキューロク体験教室こどもキューロク体験教室
　キューロクの仕組みについて説明をします。運転
席、助手席に座っての記念撮影のほか、運転席のハ
ンドルを直接触る体験もできます。
【開催時間】① 11:00 ～ 11:40 ② 15:40 ～ 16:20
【対象】小学生以下　各回先着 20人
【参加料】無料
【申込方法】当日キューロク館事務所で受付

車 掌 車 連 結 走 行車 掌 車 連 結 走 行
【開催時間】① 10:35 ～ ② 12:05 ～ ③ 14:35 ～
【料金】小学生以下…無料、中学生以上…300円
【問い合わせ】SLキューロク館  ☎ 83-9600

第2回第2回クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

　市民会館リニューアルオープンを契機に、今後開
催される各種演奏会・自主事業等での、クラシック
音楽の聴きどころや作曲家および作品の紹介を著名
な講師陣がやさしくわかりやすく案内します。音楽・
文化に親しみましょう。
【とき】10月10日（金）午後6時30分～8時30分
【ところ】青年女性会館 ホール
【定員】約 100 人　※ 9月 10 日 ( 水 ) から下記窓
　口で整理券を配布します。（先着順）　
【講師】現埼玉大学名誉教授　大場 俊一 氏
【演題】「W. Ａ . モーツァルトとピアノ」
【参加料】無料
【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731　FAX83-4070

第33回 吟詠剣詩舞発表会第33回 吟詠剣詩舞発表会
　市内の吟詠剣詩舞愛好家が一堂に集い、幽玄な吟
詠と華麗な剣詩舞を発表します。
【とき】9月7日（日）午後0時30分開演（30分前開場）
【ところ】真岡市民会館大ホール  
【入場料】無料　【主催】真岡市吟詠剣詩舞会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

みんなのひろば
●真岡児童館～子育て支援 9月の予定～
　◇ 8日（月）・9日（火）・10日（水）・11日（木）
成長アルバムを作ろう ◇ 12 日（金）敬老の日のプ
レゼント作り ◇ 16 日（火）・19 日（金）絵本＆紙
芝居の読み聞かせ /身体測定【時間】10:30 ～ 11:30
【問い合わせ】真岡児童館☎ 80-6980
●巡回住宅相談会のお知らせ
　栃木県では、耐震に関する不安や補修に関すること、
既存住宅のリフォーム、住宅購入の際の登記手続、業
者とのトラブルなど、住宅に関する悩みや相談につい
て、建築士や司法書士などのアドバイスが受けられる
「巡回住宅相談会」を開催しています。お気軽にご相談
ください。【とき】9/19(金 )13:30～ 16:00【ところ】
市公民館第1会議室【相談料】無料 ※予約優先となり
ますので事前予約をおすすめします。【問い合わせ】予
約について：㈳栃木県建築士会☎028-639-3150 問い
合わせ：栃木県県土整備部住宅課☎028-623-2483
●文化庁認定事業「いきいき親子将棋教室」開催
　経験豊かな講師が丁寧・親切に指導します。
　【とき】9 月～平成 27 年 1 月まで毎週土曜日
（12/27、1/3 を除く）、14:00 ～ 17:00（時間内自由
参加）【ところ】市公民館真岡西分館【対象】小・中
学生【参加料】無料（保険料含む）【問い合わせ】真
岡市将棋連合会三澤☎ 090-7282-9119

ノンケア体操ノンケア体操（介護予防体操）（介護予防体操）
　　　指導員養成講習会　　　指導員養成講習会
　ノンケア体操は、介護予防を目的として手軽に健
康づくりをするための体操です。地域での普及を図
るため、指導員養成講習会を開催します。
【会場・日時】

二宮分館
204・205会議室

10月 10日（金）、20日（月）
11月 5日（水）、18日（火）
12月 3日（水）

市公民館
第5・6・7会議室

10月 16日（木）、31日（金）
11月 13日（木）、25日（火）
12月 8日（月）

【時間】午後 1時 30分～ 3時 30分
　※上記表の全 10回の講習に参加してください。
【対象】①～④のすべてに該当する方　先着 20人
　①市内に住所を有する40～ 70歳くらいまでの方
　②過去にこの講習会に参加したことがない方
　③区長の推薦があり、講習会修了後、地域で普及
　　できる方
　④各地区からの要請に応じて指導できる方
【講師】過去に講習会を修了し、現在、地域で指導
　されている方々
【申込方法】下記窓口に用意してある申込用紙に必
　要事項を記入し、区長印を押印した上で、下記窓
　口へ申し込んでください。
【申し込み・問い合わせ】10/3（金）まで受付 
福祉課高齢者福祉係 ☎ 83-8195 FAX 82-2340
二宮支所福祉国保窓口係 ☎ 74-5004 FAX 74-1250

真岡市ファミリー・サポート・センター真岡市ファミリー・サポート・センター
提供会員養成研修提供会員養成研修のの開催開催
　真岡市ファミリー・サポート・センターは、「子育
ての手助けをしてほしい方（依頼会員）」と「子育て
のお手伝いをしたい方（提供会員）」が会員となり、
お互いを助けたり、助けられたりして、育児の相互
援助を行う組織です。
　「子育てのお手伝いをしたい方（提供会員）」は、
原則としてセンターが実施する研修（5日間・合計
10 時間の講義と実習）を受講した後に活動してい
ただきます。下記の日程で研修会を行いますので、
ぜひこの機会にご参加ください。
【とき】10月8日（水）午後1時 30 分～2時 50 分
　　　　　　9日（木）午後1時 30 分～3時 20 分
　　　　　  10日（金）午前9時～正午
 　　14日（火）午後1時30分～3時 20分
　              15日（水）午後1時 30 分～3時 40 分
【ところ】市公民館　※15日のみ青年女性会館　
【申し込み】9月30日（火）まで電話受付
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市ファミリー・サポート・センター（児童家庭課内）
　（開設時間）月～金曜日　午前8時30分～午後5時
　☎ 83-8131 FAX82-2340

真岡っ子をみんなで育てよう   
　世界で起きているさまざまな出来事をスクリーン
に写し出し、語りと音楽で構成していく、感動いっぱ
いの「映像と音楽のシンクロ」ステージです。今年で
4シリーズ目となります。ぜひご来場ください。
【とき】9月 13日（土）
　午後 6時開演　午後 5時 30分開場
【ところ】市民会館大ホール
【内容】地球のステージ 4～果てなき回帰～
【出演】桑山  紀彦  氏
　（NPO法人 地球のステージ代表理事）
　※入場無料、全席自由、事前の申し込み不要
【問い合わせ】
　生涯学習課女性青少年係 ☎82-7151 FAX 83-4070

9 月に 70 歳を迎える方へ9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

　9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 9月 30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。9月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 7枚（9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


