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歯周疾患検診歯周疾患検診でで
　歯　歯のの健康健康をを守ろう！守ろう！
【実施期間】9月1日（月）～11月30日（日）　※休診日を除く
【対象】平成 26 年度中に 40 歳、50 歳、60 歳、
　70 歳を迎える方で、自分の歯がある方
　※対象者には、歯周疾患受診券を郵送します。
【検診内容】①口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口の中の清掃    
　状況など） ②歯周ポケット(歯肉からの出血や、歯石の有無など)
【自己負担金】400 円
　※受診したときに、医療機関に支払ってください。
　※平成 26 年度中に 70 歳を迎える方は無料です。

　サンタクロースになって、子どもたちと楽しく触
れ合うボランティアをしてみませんか？
【対象】高校生ならどなたでも！
【内容】幼稚園から小学校低学年のお子さんを対象と
　したクリスマスイベント『サンタと遊ぼう（今年度は
　12/13に実施予定）』で、サンタやトナカイに扮して
　子どもたちと一緒に歌ったり、遊んだりします。実行
　委員は、その事業の企画・運営を行うボランティアです。
【第1回実行委員会】11月 5日（水）午後6時から
　市公民館 第 1会議室　
【申し込み】11月 4日（火）までに電話・FAX・Eメー
　ルで申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜 ･祝日休）
　Eメール  gakusyuu@city.moka.lg.jp

　2014 年度サンタと遊ぼう   
  実行委員募集！  実行委員募集！

秋秋ののスポーツ吹き矢教室スポーツ吹き矢教室
　スポーツ吹き矢は精神力や集中力を高めるとともに、
スポーツ吹き矢式呼吸法が健康に効果があるといわれて
います。プレイを楽しみながら、健康づくりをしませんか。
【とき】11 月 8日～ 29 日（毎週土曜日、全 4回）
　午後7時～9時　【ところ】武道体育館2階アリーナ
【参加料】110円（マウスピース代）
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着16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】10月 15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

みて、きいて、やってみるみて、きいて、やってみる
生涯学習フェスティバル生涯学習フェスティバル  ～ 初心者向けの１日体験教室 ～～ 初心者向けの１日体験教室 ～

【会場】市公民館 ※書道のみ久保講堂　【対象】市内在住または勤務の成人の方（複数申込可、各講座とも定員を超えた場合は抽選）
【申し込み】各講座の申込期間内に、下記まで電話で申し込みください。（午前８時 30分～午後５時 15分）

講座名 日　時 内　容　等 定　員 参加料 申し込み

飾りパン 10/25（土）
10:00～ 12:00

パンでかわいいマグネットやブロー
チ、置き物を作りましょう(a:マグネッ
ト b:ブローチ c:果物などのモチーフ)

20 人 800 円 10/1(水 )
 ～10/14(火)

シニアタブレット 10/25（土）
13:30～ 15:30

「難しそう」「今さら聞けない」なんて思っ
ていませんか？シニア層対象の ipad講座 12人 無　料 10/1( 水 )

 ～10/14(火)

時短料理 10/26（日）
10:00～ 12:00

料理は毎日のこと、効率よく準備し
ましょう！忙しい人におすすめです 15人 800 円 10/1( 水 )

 ～10/14(火)

篆　刻（てんこく） 10/26（日）13:30～ 15:30
自分の落款 (はんこ )を石の印材に
彫って作ります 20人 500 円 10/1( 水 )

 ～10/14(火)

書　道 11/1（土）
13:30～ 15:30

標準的、ユニークな文字や形の“自
分だけの表札”を作りましょう 20人 無　料 10/10( 金 )

 ～10/20(月)

料　理 11/8（土）
10:00～ 12:00 郷土料理を作ります 15人 800 円 10/10( 金 )

 ～10/20(月)

ソープカービング 11/8（土）
13:30～ 15:30

せっけんに花の形などを彫る、簡単
な初心者向けの講座です 15人 500 円 10/10( 金 )

 ～10/20(月)

えんぴつ画 11/16（日）
10:00～ 12:00

白と黒だけという雰囲気が魅力的！
見る人に安らぎをもたらすえんぴつ
画を楽しんでみませんか

20人 無　料 10/20( 月 )
 ～ 11/4( 火 )

小物つくり 11/16（日）
13:30～ 15:30

布の端切れを利用して、シュシュや
ブローチを作りましょう 15人 700 円 10/20( 月 )

 ～11/4(火 )
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　☎ 82-7151　FAX 83-4070

井頭公園めぐりウォーキング井頭公園めぐりウォーキング
【とき】11月9日（日）午前9時30分～正午　※雨天中止
【ところ】井頭公園管理事務所東側駐車場
【コース】管理事務所→ウメ・モモ園→自然植物園→バラ園
　→鳥見亭→湿地植物園→ボート池→管理事務所（7.7㎞）
【対象】市内在住の方　先着20人　【参加料】100円（保険料）【参加料】100円（保険料）
【持ち物等】動きやすい服装、靴、帽子、飲み物、弁当【持ち物等】動きやすい服装、靴、帽子、飲み物、弁当
【申し込み】10月 31日（金）まで10月 31日（金）まで電話受付話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

第1回 第1回 はが路ふれあいマラソンはが路ふれあいマラソン
ボランボランティア募集ティア募集

　12月 21日 (日 )に開催する「第1回はが路ふれ
あいマラソン」のボランティアを募集します。
【対象】高校生以上の方　
【内容】真岡市が担当する区間の走路、給水等の手伝い【内容】真岡市が担当する区間の走路、給水等の手伝い
【申込期限】10月 30日（木）まで

10 月 24 日（金）チケット一般発売10 月 24 日（金）チケット一般発売
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
わらび座ミュージカル「ブッダ」わらび座ミュージカル「ブッダ」
【とき】平成 27年 1月 25日（日）
　午後 3時開演　2時 30分開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 3,000円　※未就学児入場不可
　芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
【チケット発売日】一般販売10月24日(金)午前9時から
　※市民会館の電話予約は午後1時から(芸術鑑賞会
　　会員は10月22日(水)午前9時から先行販売)
【プレイガイド】市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731
　㈲暮田商会☎ 82-2611　㈲えびはら☎ 74-0075
　金子電機真岡店☎ 82-1200
　ＦＫＤショッピングモール宇都宮インターパーク店☎028-657-6534
「ブッダ」体験ワークショップ参加者募集！
　劇団わらび座所属の役者の指導のもと、発声や演技など演劇
の基礎を参加者に体験していただきます。また、「ブッダ」より
抜粋したシーンを使用した歌や踊りにも挑戦します。歌や芝
居が好きな方、舞台に興味のある方はぜひご参加ください。
【とき】12月 20日 ( 土 ) 午後 2時～ 3時 30分
【ところ】市民会館 小ホール
【対象】小学 4年生以上の方　先着 30人
【参加料】1,000円 (「ブッダ」のチケットを購入の
　方は無料。申し込みの際にチケットを確認します)
【申し込み】申込書 (市文化課に用意。市民会館ホー
　ムページからもダウンロード可 )に必要事項を記
　入の上、文化課まで申し込みください。
　※ 10月 24日のチケット発売と同時に受付開始
【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）

フレッシュファーマーズマルシェ2014フレッシュファーマーズマルシェ2014
　「No農業No Life! 若手が輝くありのままの姿を魅
せてやっぺか !!」をテーマに、栃木県内の農業青年が
集まり、消費者との交流を目的に、自分たちが作った
農産物、またそれを生かした加工品の販売や県内各地
の特産農産物、青少年クラブ活動のＰＲを行います。
【とき】10月 19日（日）午前 11時～午後 3時
【ところ】みぶハイウェイパーク(下都賀郡壬生町大字国谷1870-2)
　※当日は、県内各地の農産物を多数用意します。
【問い合わせ】栃木県農政部経営技術課経営体育成
　担当　☎ 028-623-2317
　農政課園芸畜産係　☎ 83-8139 FAX83-6208

三つ子の魂育成講演会三つ子の魂育成講演会
「笑顔の戦士」「笑顔の戦士」～生きているって幸せ～～生きているって幸せ～
　障害があり、余命宣告を受けた我が子との幸福で
密度の濃い 8年間の生活を振り返りながら、命の
重さや感謝の心、生きることの素晴らしさを私たち
に学ばせてくれます。
【とき】10月 11日（土）午後 1時 30分から
【ところ】市公民館 第 3・4会議室　【定員】100人
【講師】元フリーアナウンサー　道志 真弓 氏
　( 現在ナレーター・ＭＣ・リポーター）
【申し込み・問い合わせ】三つ子の魂育成推進室 
　☎ 83-8157 FAX84-1545
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
フリスビーのような用具を使って行う軽スポーツ

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。皆さんでご参加ください。
【とき】10月 25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歳児から高齢者の方まで　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 23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

楽しく上手になろう楽しく上手になろう親子サッカー教室親子サッカー教室
栃木ＳＣ所属のプロコーチからサッカー
の基礎を親子一緒に学びます。
【とき】10月 25日（土）
午前 10時～ 11時 30分

【ところ】きぬわいわい広場　※雨天時はスポーツ交流館
【対象】市内小学生とその保護者 先着20組　【参加料】無料
【持ち物等】運動のできる服装、タオル、飲み物、体
育館シューズ（雨天時のみ）、お持ちの方はボール

【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。

こども少林寺拳法教室こども少林寺拳法教室
【とき】11 月 8日～ 29 日（毎週土曜日、全 4回）
　午前 10時～正午
【ところ】武道体育館 1階柔道場
【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、タオル、飲み物　
【申し込み】10月 15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。

第4回 第 4回 筋力トレーニング教室 筋力トレーニング教室 
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。※ 1回のみの教室です。
【とき】11月 10日（月）午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館トレーニング室　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務で、59歳以下の一般女性
　先着 10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】10月 15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。

●第1回オカリーナ演奏会　オカリーナに魅せられて　入場無料！
　【とき】10/12(日)14:00開演 13:30開場【ところ】市民会館小
ホール【問い合わせ】オカリーナもおか会長 上野毅☎82-0398

みんなのひろば

10月は10月は「正「正しいしい犬犬のの飼飼いい方強化月間」方強化月間」ですです
マナーもルールも守るのは犬ではなく飼い主です。
・愛情と責任をもって最後まで飼いましょう。
・犬の登録、狂犬病の予防接種は必ず受けましょう。
・避妊、去勢手術をしましょう。
・犬の放し飼いはやめましょう。
　（散歩も必ずリードを付けましょう）
・フンの後始末は必ずしましょう。
・鳴き声で迷惑をかけないようにしましょう。
・飼い主であることを明らかにしましょう。
【問い合わせ】環境課環境保全係　☎83-8125　FAX 83-5896

。

フリーマーケットフリーマーケット参加者募集参加者募集
【とき】11月 23日（日）午前10時～午後3時
【ところ】市民会館南側広場
【対象者】市内在住の方または市内団体（業者の方は不可）
【出品物】リサイクル品・不用品に限る【参加料】無料
【出店数】40店　※申し込み多数の場合抽選
【申込方法】往復はがきに、代表者の住所、氏名、年齢、
　職業、電話番号、参加人数、出展物の概要を記入
　の上、下記まで郵送。10 月 24 日（金）必着。
　応募枚数は１団体１枚まで。抽選の結果は、返信
　はがきでお知らせします。
【その他】11月 13日（木）午後６時 30分から市
　公民館で参加者説明会を実施予定
【申し込み・問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町
　5191 番地　環境課ごみ減量係 ☎ 83-8692


