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みんなのひろば
●全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　配偶者・パートナー等からの暴力や職場等における
セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為等、さま
ざまな女性の人権をめぐる相談をお受けします。※相
談無料【とき】11月17日 (月 )～23日 (日 )8:00～
19:00(土・日曜は10:00～17:00)【実施機関】宇都宮
地方法務局 栃木県人権擁護委員連合会【問い合わせ】「女
性の人権ホットライン」全国共通番号☎0570-070-810

市民市民
講座講座

切り絵・ステンシルの切り絵・ステンシルの
年賀状づくり講座年賀状づくり講座

　切り絵と切る技能を生かしたステンシルで、年賀
状を作ります。（講座で作る作品を西分館ロビーに
展示していますのでご覧ください）
【とき】11月30日、12月7日 ( 各日曜日、全 2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
【受講料】600 円程度（カッター、マット、ステン【受講料】600 円程度（カッター、マット、ステン
　シルシートを購入する場合）　シルシートを購入する場合）
【持ち物】カッター、マット、ステンシルシート、はさみ【持ち物】カッター、マット、ステンシルシート、はさみ
【申し込み】11月 15日（土）から【申し込み】11月 15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）

市民市民
講座講座

誰でも最初は、初心者です誰でも最初は、初心者です
手打ちそば講座手打ちそば講座

【とき】11月 29日、12月 6日の各土曜日
　午前9時から　※1回のみの参加もできます。　午前9時から　※1回のみの参加もできます。
【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
【受講料】1回 800 円 ( 材料代 )【受講料】1回 800 円 ( 材料代 )
【持ち物】エプロン、そばを持ち帰る【持ち物】エプロン、そばを持ち帰る
　容器 (パック・ペットボトル )　容器 (パック・ペットボトル )
【申し込み】11月 15日（土）から【申し込み】11月 15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）

第21回第21回  真岡地区公民館まつり真岡地区公民館まつり
【とき】11月 16日（日）　※雨天決行
　午前 9時 30分～午後 1時 30分ごろ
【ところ】青年女性会館　【駐車場】久保講堂南側駐車場
【内容】①地域芸能発表会 ②地域物産店 ③抽選会
【抽選会】午後 1時開始。抽選会に参加するには、
　真岡地区内のご家庭に配布したチラシに付いている
　抽選引換券を切り取ってお持ちください。
　（抽選券の引き換え受付は、午前 9時 30 分開始
　の開会式終了後から午後 0時 30分まで）
【問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781　FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

はじめての里山遊びはじめての里山遊び
落ち葉のステンドグラス落ち葉のステンドグラス
　紅葉した葉っぱを切り貼りして、ステンドグラス
を作ります。
【とき】11月 30日（日）
　午後 1時 30分～ 2時 30分　※雨天決行
【ところ】根本山自然観察センター　【参加料】無料
【対象】小学生 (保護者同伴 )　先着 10組
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、ぞうきん、ビニー
　ル袋、はさみ
【申し込み】11月16日（日）午前8時30分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター 
　☎83-6280 FAX 83-4624（月曜・祝日の翌日休み）
　※月曜日が祝日の場合は開館します。

高校生主催のクリスマスイベント
サンタと遊ぼうサンタと遊ぼう

　高校生ボランティアによるイベントで、
サンタと一緒に歌やゲーム、プレゼント配布や記念
撮影を行い楽しく過ごしましょう。
【とき】12月13日（土）午後1時30分～3時 (予定 )
　※開場・受付は午後 1時から
【ところ】青年女性会館 ホール
【対象】市内在住または勤務の方の小学校低学年
　以下のお子さん（兄弟姉妹も参加可）　先着150人
　（子どもの参加者数）※必ず親子でご来場ください。
【参加料】プレゼント代として子ども 1 人につき
　400円（同伴の大人は無料）
【申込方法】11月 14日（金）から 29日
　（土）までに、生涯学習課（市公民館）へ
　参加料をお持ちの上、申し込みください。
【主催】「サンタと遊ぼう」実行委員会
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

使いやすい年間スケジュール帳　平成27年版使いやすい年間スケジュール帳　平成27年版

「栃木県民手帳」販売中「栃木県民手帳」販売中
「と「とちぎ」に、「あなた」に、身近な一冊ちぎ」に、「あなた」に、身近な一冊
【販売場所】市役所本庁舎西側 売店【仕様】ビニール表紙
【価格】ポケット判（12.4 ㎝× 7.6cm）400 円
　通常判（14.7 ㎝× 8.9cm）500 円
※県内一部コンビニエンスストア、書店、文具店でも販売
【問い合わせ】企画課統計係☎83-8109　FAX83-5896

すこやか赤ちゃん教室
【とき】12月 4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 9月生まれの乳児と
　その保護者　先着 15組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「予防接種の進め方」ほか
【持ち物】母子手帳、筆記用具、バスタオル1枚、こどもの健康Book
【申し込み・問い合わせ】11/21（金）9:00から電話受付
　健康増進課母子健康係 ☎83-8121 FAX83-8619

第 3回 第 3回 ウォーキング教室ウォーキング教室
【とき】12月 2日（火）午前 10時～正午
【ところ】スポーツ交流館および周辺　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の一般男女 先着 20人
【持ち物等】運動のできる服装、運動靴 ( 屋外用・
　屋内用 )、タオル、飲み物
【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。
【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

第5回 第5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】12月 1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】市内在住の一般男性　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】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。

市民市民
講座講座

正月のお飾りを作ろう正月のお飾りを作ろう
玄関飾り（和飾り）玄関飾り（和飾り）

【とき】12月 14日 ( 日 ) 午前 10時から午前 10時から
【ところ】市公民館 第 7会議室  【ところ】市公民館 第 7会議室  
【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
　※定員を超えた場合は抽選となります。　※定員を超えた場合は抽選となります。
【受講料】2,000 円（材料代）【受講料】2,000 円（材料代）
【持ち物】作業用のエプロン【持ち物】作業用のエプロン
【申し込み】11月 14日（金）～ 12月 1日 ( 月 )【申し込み】11月 14日（金）～ 12月 1日 ( 月 )
　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。　※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）

20142014サンタサンタのの贈贈りり物物募集募集
　ご家庭で用意していただいたプレゼントをサンタ
クロースが皆さんの自宅へお届けします♪
　☆今年は 12月 24 日（水）にお届けします！
【対象】市内在住の小学１年生以下のお子さんが
　いる家庭 　先着 100件
【申込期間】11月 14日（金）～ 28日（金）（金）～ 28日（金）
　午前8時 30分～午後 5時（日曜・祝日除く）・祝日除く）
【申込方法】専用の申込用紙 (市公民館および各分
　館に用意、市ホームページからもダウンロード
　可 )に必要事項を記入し、下記へ直接お持ちく
　ださい。※プレゼントの受付は 12 月に入ってか
　らです。申し込みの際にお持ちにならないよう、
　ご注意ください。
■「サンタの贈り物」配達ボランティア募集！
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きません
か。詳細は下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】「サンタの贈り物」実行委員会事務局
　生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・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
フリスビーのような用具を使って行う軽スポーツ

です。小さなお子さま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】11月 22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】11月 20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。

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
みんなで楽しみんなで楽しむ む ウォウォークラリーークラリー
晩秋の山前地区をみんなで楽しく歩きましょう！

【とき】11月 24日（月）
午前 8時 30分集合　※荒天中止

【集合場所】総合運動公園陸上競技場
【コース】総合運動公園陸上競技場を
発着とした山前地区を歩くコース

【対象】小学1年生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)
【申込期限】11月 20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

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
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）
【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中！
　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。
【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）

12 月12 月のの情報センター講座情報センター講座
①年賀状作成講座･･･各回先着 10人　
　【とき】7日（日）、14日（日）　※同じ内容を2回開催
　　午後1時 30 分～ 5時 30 分
　【対象】当センターのWord 講座の履修者、または
　　Word の基本操作ができる方
　【内容】Word2007を使い、年賀状の表裏面を作成します。
② Excel2007 基礎講座･･･先着 10人
　【とき】10日（水）～12日（金）　
　　午後1時 30 分～3 時 30 分
　【対象】マウス操作、文字入力ができ、
　　ワープロ操作の経験がある方
　【内容】データの入力方法、関数、表・グラフの作成、
　　集計、抽出、並べ替えなど
＜①②共通＞【受講料】無料【申し込み】電話
受付のみ【対象】市内在住または勤務の高校生以上

【申し込み・問い合わせ】11/21（金）10:00～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

科学教育センター 

天体観望会
　※電話申し込みが必要です。
　天体望遠鏡を使って、月の写真を撮影します。
【とき】12月2日（火）午後5時30分～6時30分
【定員】先着約 30人（小学生以下は保護者同伴）
【参加料】無料　
【持ち物】防寒具、懐中電灯、カメラ (携帯電話や
　コンパクトカメラなど )
【申し込み】11月 26日 ( 水 ) ～ 28日 ( 金 )
【申し込み・問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611


