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みんなで楽しむみんなで楽しむ
第4回第4回  ショートテニス教室 ショートテニス教室 

【とき】2月 21日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】第 1回～第 3回の教室に
　参加された方　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】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

市内体育施設の使用申請市内体育施設の使用申請
3月2日（月）3月2日（月）から受付開始から受付開始
　平成 27年 4月以降の市内各体育施設の使用申請
の受付を 3 月 2 日（月）から開始します。下記申
請先で手続きしてください。
　3月 2日（月）からは、申請日から 3カ月以内
の使用申請を受け付けします。
※体育館施設を定期的に使用する団体の登録も受け
付けています。（条件あり）
　なお、団体登録の当初受付は2月12日（木）まで

学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を
　学校教育に支障のない範囲で、次の施設を貸し出し
ます。これらの施設で定期的に活動したい団体は登録
が必要になりますので、忘れずに手続きしてください。
【利用できる施設】市内小・中学校の体育館・武道館・
グラウンドおよび真岡工業高校ナイターグラウン
ド（通年利用可）

【登録資格】団員が真岡市在住または在勤者の方で、
常時 10人以上で定期的に活動している団体

【申請方法】申請書を使用希望日の前月15日までに
提出すると、25日以降に許可証が発行されます。
※平成 26年度の登録団体も、4月から引き続き利
　用する場合には、再度登録が必要です。

【問い合わせ】スポーツ振興課　☎ 84-2811
【申請先】旧真岡市内施設：総合体育館 ☎ 84-2811
　　　　　旧二宮町内施設：二宮体育館 ☎ 74-3177

　ほっとステーション駅前館では、毎月健康講座を
開催しています。今月は「ロコモ予防講座」です。
ご希望の方は下記にお申込みください。
【とき】2月19日（木）午後1時30分～2時30分
【ところ】まちなか保健室『ほっとステーション駅
前館』（真岡駅東口）

【内容】ロコモ予防講座（ロコモ予防体操）
　※ロコモとは…正式名称はロコモティブシンドロー
　ム（和名：運動器症候群）骨・関節・筋肉など
　の障害のために移動能力が低下し、要介護にな
　る危険の高い状態をいいます。

【定員】15人

【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998（受付 9:00 ～ 17:00）
【問い合わせ】
健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

「まちなか保健室 ほっとステーション「まちなか保健室 ほっとステーション
駅前館」駅前館」でで健康講座健康講座をを開催開催しますします

市民市民
講座講座

真岡の特産品で地産地消真岡の特産品で地産地消
「トマト料理」「トマト料理」

　地場産のトマトを使い、トマトオニオンスープ、
トマトのキッシュ、トマトのコンポートゼリーを作
ります。（※内容が多少変更になる場合もあります）
【とき】3月 7日（土）午前 9時～正午ごろ
【ところ】市公民館山前分館市公民館山前分館
　（山前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 12人　【受講料受講料】1,200 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふたができる容器（持
ち帰り用）

【申込期間】2月 17日（火）～ 2月 28日（土）
【申し込み・問い合わせ】
　市公民館山前分館（山前農村環境改善センター）
　☎ 82-2802  FAX 83-6146 （月・日曜・祝日休）

科 学 教 育 セ ン タ ー科 学 教 育 セ ン タ ー

天体観望会天体観望会
【とき】2月 26日（木）
　午後 6時～ 7時　
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人（小
学生以下は保護者同伴）　

【参加料】無料
【内容】天体望遠鏡を使って、木星や月を観察します。
【持ち物】防寒具、懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】2月 23日（月）～ 25日（水）まで
　電話受付

【申し込み・問い合わせ】
　科学教育センター  ☎ 83-6611 

第 39回第 39 回  

市民芸能チャリティ－ショー市民芸能チャリティ－ショー
　真岡市文化協会会員による邦楽、舞踊、吟詠、
民謡、ダンス等の発表会です。この収益金は市の
教育と福祉に役立てられます。
【とき】3月 1日（日）午前 10 時開演
　（30分前開場）
【ところ】真岡市民会館大ホール
【入場料】300円（全席自由）
　前売り券は文化課（公民館内）で発売中
【主催】真岡市文化協会芸能民舞吟部会、音楽部会、
舞台部会

【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731  FAX 83-4070

地球温暖化防止活動推進員の募集地球温暖化防止活動推進員の募集
　「地球温暖化防止活動推進員」は、日常生活の中で
環境に配慮した行動を実践し、仲間、行政、企業等
と連携して、地域における温暖化防止等の普及啓発
のお手伝いをしていただく方たちです。
　この度、平成 27年度の「栃木県地球温暖化防止
活動推進員」を募集します。
【活動内容】温暖化防止、環境学習等の推進や、市町・
県等と連携した普及啓発活動の実施等

【活動例】
①自治会、子供会、ＰＴＡ、小中学校などの地域
における環境学習講座の支援や体験授業の実施
または補助

②市町等が主催するイベント等への環境に係る
出展または当日のお手伝い

③県が推進する学校での環境学習や、エコドライ
ブキャンペーン等への参加、ご近所・お友達・
職場の方への周知

【応募方法】所定の応募用紙に必要事項を記入し、
郵送またはメールで応募

【募集締切】２月 27日（金）必着
【選考】応募書類をもとに選考委員会が選考

【問い合わせ】栃木県環境森林部地球温暖化対策課
 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 ☎028-623-3262
 E-mail：chikyu-ondanka@pref.tochigi.lg.jp

塩分 3g以下でもおいしい食事塩分 3g以下でもおいしい食事

減 塩 教 室減 塩 教 室
　血圧が高い、生活習慣病が気になる方、
塩分を控えてもおいしく食べたい方。
食塩 3ｇ以下の食事を作ります。
【とき】3月 12日（木）
　午前 9時 30分～午後 1時
【ところ】真岡市公民館 調理室
【対象】市内の 40 歳以上の方で、食事の塩分を控
えたい方　先着 24人

【内容】≪調理実習≫せりごはん、いわしの味噌チー
ズ春巻き、カリフラワーと油揚げのごま酢和え、
水菜と大根と長芋の和風サラダ

　≪その他≫減塩料理の工夫、歯周病予防の話
【参加料】無料　※歯ブラシプレゼント付き
【持ち物】エプロン、三角巾、筆記用具、ふきん、
みそ汁 50ml 程度（※塩分測定します）

【申し込み】2月 16日（月）から受付

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX 83-8619

●第12回演奏会ウィングスマリンバ連弾コンサート
　【とき】2/22（日）13:30 開場 14:00 開演【とこ
ろ】真岡市民会館小ホール【プログラム】①ハンガリ
ア舞曲第 5番（ブラームス）②愛の挨拶（エルガー）
③美しく青きドナウ（ヨハン・シュトラウス2世）④
チャルダッシュ（モンティ）ほか（※予定）【チケッ
ト】一般 2,200 円（前売り 2,000 円）真岡市民会館 
☎ 83-7731 ※全席自由※未就学児の入場はご遠慮く
ださい【問い合わせ】クラシックもおか事務局 ☎ 75-
1688（柳）

●花壇づくり ボランティア募集
　二宮コミュニティセンターへの花壇づくりを手伝っ
ていただける方を募集しています。この活動は「緑化
ボランティアリーダー養成講座」の一環で実施します。
【とき・活動内容】■第 1回：3/18（水）花壇のプラ
ンづくり■第 2回：4/15（水）プランに合わせて準
備をします■第 3回：5/20（水）花壇に植え付けを
します※第 1 ～ 3 回の活動時間 10:00 ～ 15:00 ■
その後：10月頃まで交替で植え付け後の花壇の管理
をします【活動場所】二宮コミュニティセンター【申
込期限】2/28（土）まで ※応募多数の場合は抽選
【申し込み・問い合わせ】井頭公園管理事務所 ☎ 83-
3121（石河・若井田）

●「相続登記はお済みですか月間」無料相談会実施
【期間】2/2（月）～2/27（金）※土・日曜・祝日を除く
【場所】県内各司法書士事務所【相談内容】相続に関
する事項【相談料】無料【問い合わせ】相談について
はお近くの司法書士事務所に直接ご連絡ください。

●放送大学 4月入学生を募集しています
　放送大学では、平成 27 年度第1学期（4月入学）
の学生を募集しています。放送大学は、テレビ等の放
送やインターネットを利用して授業を行う通信制の大
学です。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学
など、幅広い分野を学べます。【出願期限】3/20（金）
まで※資料を無料で差し上げています。【問い合わせ】
放送大学栃木学習センター☎ 028-632-0572

●平成27年度真岡共同高等産業技術学校入校生募集
　【募集期間】3月31日（火）まで【入校】平成 27年
4月【入学金】5,000 円【授業料】年間 60,000 円【募
集科】木造建築科（定員15人）、建築設計科（定員10人）
【申し込み・問い合わせ】職業訓練法人真岡共同高等
産業技術学校 ☎ 83-3201

みんなのひろば
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。全国大会に出場経験のあるディスクゴルフの
スペシャリストが、どなたでも楽しめるよう指導し
ます。
【とき】2月 28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】2月 26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  FAX 84-6258
※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

【申し込み・問い合わせ】秘書課広報広聴係
　☎ 83-8100 FAX 83-5896　
　Eメールkouhou@city.moka.lg.jp

魅力ある広報事業を一緒に考えませんか？魅力ある広報事業を一緒に考えませんか？

『広報モニター委員』『広報モニター委員』募集募集
　市が実施している広報事業についてのご意見をお
聞きするため、下記のとおり広報モニター委員を募
集します。
【審議内容】広報紙およびホームページ等の市が行
う広報事業に関すること

【応募要件】市内在住の方で、平日の日中の会議に
出席できる方（年２回）、広報事業について定期的
に意見・感想を提出できる方　

【募集人数】５人
【任期】2年（H27.4 ～ H29.3）
【謝礼】年額10,000円程度
【締切】2月27日（金）必着
【申し込み】応募の動機、氏名、年齢、
性別、電話番号を記入し、下記へ送
付してください。（様式自由、ファ
クス、Eメール可）

【その他】応募多数の場合は選考となります。応募
書類は返却しませんのでご了承ください。


