
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/

市民市民
講座講座

料理講座料理講座
残りご飯残りご飯ででかんたんライスバーガーかんたんライスバーガーとと
ソース作りソース作りととみかんゼリーみかんゼリー

【とき】9月 27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】市内在住または在園・在学している子どもと【対象】市内在住または在園・在学している子どもと
　保護者　先着30人　保護者　先着30人
【受講料】1家族 1,000 円程度 (材料代 )【受講料】1家族 1,000 円程度 (材料代 )
　※ライスバーガーとみかんゼリーは追加できます。　※ライスバーガーとみかんゼリーは追加できます。
【持ち物等】エプロン、タオル、作ったソースを入【持ち物等】エプロン、タオル、作ったソースを入
　れる容器 (500ml 程度 )　れる容器 (500ml 程度 )
【申し込み】9月 16日（火）から【申し込み】9月 16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）

◆◆グラウンドゴルフ教室グラウンドゴルフ教室◆◆
【とき】10月11日（土）午後1時30分～3時30分
【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】10月 9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。

◆◆小学生陸上競技小学生陸上競技4種競技大会4種競技大会◆◆
　100ｍ、走り幅跳び、ソフトボール投げ、1000ｍ
の4種目競技大会を開催します。4種目の合計得点
を競います。小学生の皆さん、奮ってご参加ください。
【とき】10月 12日（日）午前 9時～午後 1時
【ところ】総合運動公園陸上競技場　※雨天中止
【対象】小学生　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】10月 9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。
　※小学生陸上競技教室会員の方も申し込みが必要
【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

真岡市文化祭真岡市文化祭
文芸各部門締切間近です文芸各部門締切間近です
　俳句、川柳、短歌、詩、随筆部門の作品応募締切
は 9月 19 日（金）です。ぜひご応募ください。
　なお、開催要項、他の部門の詳細につきましては、
市のホームページをご覧ください。(主要ポータル
サイトで「第 61回真岡市文化祭」と検索 )
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

みんなのひろば
●生きがいディサービス（社会福祉協議会）
　「まだまだ輝け　生きがい作品展」開催中
　【とき】9/14(日 )まで【ところ・問い合わせ】コラ
ボーレもおか☎81-5522
●「とちぎエコ通勤week」参加事業所募集
　栃木県および市町村、ならびに民間事業所が一斉に
エコ通勤に取り組む統一行動週間「とちぎエコ通勤
week」を実施します。参加エントリーすると、県ホー
ムページにおいて参加事業所として広く告知するほ
か、もれなく参加証を発行します。※個人での参加
はできません。詳しくは「とちぎ はじめよう！エコ
通勤」で検索【実施期間】10/14(火 )～10/20(月 )【募
集締切】9/30( 火 ) まで【問い合わせ】栃木県交通政
策課☎ 028-623-2187
●県の施設をみる「県民バス」参加者募集
　【とき】10/29(水 ) 第 1集合地：道の駅もてぎ(8:00
集合、17:00 解散 )第 2集合地：久保講堂 (8:50 集合、
16:20 解散 ) ※希望集合地を選択【見学施設】防災館、
林業センター ※昼食は道の駅「うつのみやろまんちっ
く村」( 各自自由 )【対象】真岡市・益子町・茂木町
在住の方【定員】50人 ※応募多数の場合は抽選【申
込方法】往復はがき (104 円 ) に参加者全員 (1 枚で
2人まで )の住所・氏名・電話番号・年齢・希望集合
地を記入し、〒 320-8501 県広報課県民プラザへ (住
所不要 )【申込締切】10/10( 金 ) 当日消印有効【問
い合わせ】県民プラザ室☎ 028-623-3766

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

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レント（胸部レント
ゲン検診）ゲン検診）をを受診しましょう！受診しましょう！
【対象】40歳以上の方（昭和50年4月1日以前生まれ）
　で、年 1回の胸部レントゲン検診を受けていない方

　※次の方は対象から除きます。
　①勤務先で受ける方　
　②妊娠中やその可能性がある方
　③医療機関で受けた方　
　④生活習慣病検診（集団検診）で
　　肺がん検診を受けた方

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよい日時・
　会場で受診してください。
【下表以外の実施日】
※詳しい時間と場所は後日WeeklyNews もおかで
　お知らせします。
【受診料】100円（かくたん検査希望の方は200円加算）
【検診結果】個別通知
【注意】ボタン・金属のついた肌着を身につけないでください。
≪次の会場では今回実施しませんので、別の会場をご利用ください≫≪次の会場では今回実施しませんので、別の会場をご利用ください≫
　農協乾燥調製施設跡地（青田南）　かまや商店（上谷貝）　農協乾燥調製施設跡地（青田南）　かまや商店（上谷貝）

と　き ところ

9/24
（水）

9:30 ‐ 10:00 青田北公民館
10:20‐ 10:50 古山公民館
11:10‐11:30 上大曽公民館
13:00‐13:30 久下田小学校
13:40‐14:10 どんとこい広場

9/26
（金）

9:00‐   9:20 石川医院前（中郷）
 9:40‐ 10:00 寿町商店街駐車場（荒町）
10:20‐10:50 サンキ北側駐車場
11:00‐11:20 県東健康福祉センター
13:00‐13:20 セブンイレブン真岡八木岡店
13:40‐14:00 イオン（ザ・ビッグエクストラ）駐車場

9/29
（月）

9:10‐   9:20 TSUTAYA真岡店
9:40‐   9:50 うな源別館（下籠谷）
10:10‐10:20 徳和鋼材西側公園（勝瓜）
10:40‐10:50 真岡自動車教習所
11:10‐11:30 総合福祉保健センター
13:00‐13:20 高勢町第 1公民館
13:30‐14:00 高勢町第 2公民館

9/30
（火）

 8:50‐     9:10 常陽銀行真岡西出張所
9:30‐     9:50 真岡ショッピングモール（とりせん）
10:10‐10:30 真岡工業団地総合管理協会
10:50‐11:10 総合福祉保健センター
13:00‐13:20 下大田和コミュニティセンター
13:40‐14:00 西郷第 3公民館
14:20‐14:50 寺久保公民館

※レントゲン車が巡回します。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

ランニングに向けたランニングに向けた
◆◆ウォーキング教室ウォーキング教室◆◆

【とき】10月 11日（土）午前 10時～正午
【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】一般男女　先着 20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】10月 9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。

第 3回第 3回  歴史教室開催歴史教室開催（最終回）（最終回）
　今年度のテーマ「二宮尊徳」の最終回です。参加は　今年度のテーマ「二宮尊徳」の最終回です。参加は
自由ですので、ぜひご参加ください。自由ですので、ぜひご参加ください。
【とき】9月20日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール【参加料】無料
【講師】元今市市教育委員会教育長　木村 浩 氏
【演題】「二宮尊徳・尊行と日光仕法」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。
【その他】今年度は、第 3回をもって最終回となり
　ます。皆勤賞（賞状のみ）を配布します。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

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
真岡市健康 21プラン推進事業講演会真岡市健康 21プラン推進事業講演会
タニタの社員食堂健康セミタニタの社員食堂健康セミナーナー
「500kcal「500kcalののまんぷく定食まんぷく定食ののコツ」コツ」
　1食分 500kcal 前後、塩分 3g前後に抑え、満
腹感を感じてもらえるコツを伝授します。
【とき】10月 9日（木）午後 2時～ 3時 45分
【ところ】市民会館 小ホール　【定員】300人
【講師】株式会社タニタヘルスリンク 管理栄養士
【申し込み】電話（平日午前 8時 30分～午後 5時
　15分）またはFAXで下記へ申し込みください。
　定員になり次第締め切ります。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX83-8619

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）

子 ど も 向 け子 ど も 向 け

ミニバスケットボール教室ミニバスケットボール教室
【とき】10月 18日～ 11月 15日
　（毎週土曜日、全5回）午前10時～正午
【ところ】物部地域体育館 (高田 2645)　
【対象】市内小学生 先着 20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】9月 17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

【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（学年）を明記

みんなで楽しむみんなで楽しむ
第１回第１回  ショートテニス教室 ショートテニス教室 

【とき】10月 18日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館 　【参加料】無料
【対象】市内小学生以上 先着 30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】9月 17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

　事業（営業・農業）や不動産貸付等を行う全ての
方は、記帳と帳簿等の保存が必要になりました。
【内容】記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕
　方等の説明
所得 日時 会場

営業・不動
産所得関係

10月1日（水）
10:00～11:30 青年女性会館2階

ホール10月2日（木）
13:30～15:00

10月7日（火）
10:00～11:30

二宮コミュニティセンター
2階206・207会議室

農業所得関
係

10月1日（水）
13:30～15:00 青年女性会館2階

ホール10月2日（木）
10:00～11:30
10月7日（火）
13:30～15:00

二宮コミュニティセンター
2階206・207会議室

【問い合わせ】真岡税務署個人課税部門 ☎ 82-2116
　　　　　　 税務課市民税係 ☎ 83-8113

記帳説明会記帳説明会のの開催開催

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。


