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市民市民
講座講座 初心者のための初心者のための茶道教室茶道教室
　お茶とお菓子を楽しみながら、基本的なお茶の作
法を身に付け、日本の伝統文化を学びます。
【とき】4月 17日（金）～ 6月 19日（金）
　（毎週金曜日、全 10回）　午前 10時～正午　
【ところ】青年女性会館女性室青年女性会館女性室
【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員15人
【内容】茶道を通して、日本の伝統文化やおもてな
　しの心・美しい所作を身に付けましょう。
【受講料受講料】茶袱紗代：750円程度（お持ちの方は不要）
　お茶菓子代：毎回 200円（出席者のみ）
【申し込み】4月 1日（水）まで電話受付
　（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。
　※定員を超えた場合は抽選となります。

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151  FAX 83-4070 （日曜・祝日休）

　     子育て学級 メンバー募集　     子育て学級 メンバー募集

  コアラちゃんクラブ  コアラちゃんクラブ
　月に 1回（年間 9回、主に土曜日の午前中）の
活動で、季節の行事などを通じ、家族同士の触れ合
いを深めてみませんか。
【対象】市内在住または勤務の家族  各コース 30組
　①おんぶコース ･･･1 ～ 3歳児とその保護者
　②さくらコース ･･･3 ～ 6歳未満児とその保護者
　※ 3歳児はどちらのコースでも可
　※定員を超える場合は抽選となります。
【内容】リトミック、読み聞かせ、りんご狩り、食育、
　餅つき など
【参加料】無料（ただし活動内容によって実費負担あり）
【申し込み】4月 15日（水）まで電話受付
　※コースの重複、グループでの申し込み不可
　　（１家族単位の受付）
【申し込み・問い合わせ】日曜・祝日を除く8:30～17:00
 生涯学習課生涯学習係 ☎ 82-7151  FAX83-4070

手話奉仕員養成講習会手話奉仕員養成講習会
受受講者募集講者募集

【とき】平成 27 年 5月 7日～平成 28 年 3月 3日
　までの毎週木曜日　午後 7時～ 9時
　(8/13、12/24、12/31、2/11 を除く）
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】市内での活動を通じ、聴覚障がい者を理解し、
　交流を深めることを望む方　先着 20人
【受講料】無料（テキスト代 3,240 円は自己負担）
【申込方法】総合福祉保健センター備え付けの申込
　用紙に記入の上、テキスト代を添えて下記窓口へ
　申し込みください。
【申込期限】4月 17日　（金）
【その他】3日を超えて欠席した場合は修了証を交
　付できません。
【申し込み・問い合わせ】
　社会福祉協議会　☎ 82-8844 　FAX 82-5516

平成 27 年度

                              （財）スポーツ安全協会からのご案内（財）スポーツ安全協会からのご案内

         スポーツ安全保険         スポーツ安全保険
【加入対象】スポーツ・文化・ボランティア・地域  
　活動を行う 5人以上の社会教育関係団体（加入
　した各個人が被保険者）
【保険の概要】加入団体での活動中の事故（活動場所
　への移動を含む）に対し、保険金が支払われます。
【保険の種類】傷害保険・賠償責任保険・突然死葬
　祭費用保険
【保険期間】加入日～平成28年3月31日（毎年度更新）
【その他】平成26年度加入団体には、代表者宛てに
　申込書が送付されます。新規加入を希望される団体
　は、下記窓口にパンフレット・申込書等がありま
　すのでご確認ください。
 【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 

平成 27 年度
スポーツ少スポーツ少年団年団のの登録受付登録受付
【登録対象】年間を通じて小中学生を中心にスポーツ
　活動を展開しているクラブ（原則として、20歳
　以上の指導者および 10人以上の団員が必要）
【登録料】指導者1,000円／１人、団員600円／１人
　（真岡市スポーツ少年団→栃木県スポーツ少年団
　→日本スポーツ少年団に登録します）
【活動内容】市内交流大会の実施（野球、バレーボール）、
　指導者講習会の実施、県交流大会への参加（野球、
　バレーボール、ミニバスケ、バドミントン、柔道、
　剣道、空手道、卓球など）、県の交流大会派遣費
　の一部補助、県内や全国の仲間との交流事業など
【申込方法】平成26年度登録団体には、平成26年度
　に登録された代表者宛てに、日本スポーツ少年団
　から申請書が送付されます。また、新規登録を希望
　される団体は、スポーツ振興課へご相談ください。
【申込期限】5月1日（金）正午

離乳食教室 離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方

【とき】4月 16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 ～ 10 月生まれで、離乳食が
始まっているお子さんと保護者　先着 20 組

【内容】講話「離乳食の進め方」（試食あり）
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】4月3日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】
健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121 FAX83-8619

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】4月8日（水）午前9時30分～11時
【ところ】二宮コミュニティセンター
　202会議室　【受講料】無料
【対象】認知症に関心のある市民の方
※受講者には、テキスト・オレンジリングを無料進呈
【申し込み・問い合わせ】福祉課地域支援係
（地域包括支援センター）☎ 83-8132 FAX 83-6335

4 月の図書館だより4月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫
　7・14・21・28日（火）午前 10時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語
　　の絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫11 日（土）午後１時 30分～
≪映写会≫
　11日（土）午後 2時～「つづきのはなし」（28分）
　21日（火）午後 2時～「蝉しぐれ」（131分）
≪おはなしの森≫ 18 日（土）午後 2時～
≪スタッフの読み聞かせ≫ 24日（金）午後2時～
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199
 http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

二宮図書館二宮図書館
≪ひばりの会による読み聞かせ≫2日（木）午前10時～
≪キャンドルの会≫ 11日（土）午前 10時～
　【内容】パネルシアター、絵本の読み聞かせ工作「三
　　角ねずみの箱をつくろう」
≪ひげ館長の読み聞かせ≫25 日（土）午後 2時～
≪映写会≫ 25 日（土）午後 2時 30 分～「はら
　ぺこあおむし」（33分）
≪三つ子の魂育成事業≫ 28日（火）午前 10時
　30 分～【内容】絵本の読み聞かせ
【問い合わせ】二宮図書館  ☎ 74-0286（月曜日休）

第 4 回 こども読書週間ブックラリー開催第 4 回 こども読書週間ブックラリー開催
　冊子に読んだ本の感想を書いて、賞状と景品を
ゲットしよう！
【とき】4月 23日（木）～ 5月 10日（日）
【受取場所】
　冊子…真岡市立図書館、二宮図書館、真岡西分館
　　　　図書室　※なくなり次第終了
　賞状・景品…真岡市立図書館、二宮図書館
　　　　　　　（4月 23日から授与開始）

第第333 回3回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】3月29日（日）午前8時～11時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475番地）
【内容】1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
　（数量限定）、市場特製焼きソバ、北海道産特大
　ジャガバター、豆腐・ガンモなどの手作り品販売
＜今月の目玉商品＞特大鮭・イカの特売、早まき
　各種たね・柑橘類の特売、シジミ汁の無料配布
　安全・安心な商品を提供しますので、皆さまの来
場をお待ちしています。
 【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585  FAX 84-0225

≪4月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

16日
（木）

13:00 ～ 15:00 真岡病院
15:40 ～ 16:30 栃木銀行 真岡西支店

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

4/18（土）チケット一般販売4/18（土）チケット一般販売
真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

KONISHIKIハワイアンコンサートKONISHIKIハワイアンコンサート
【とき】7月 18日（土）
　午後 4時開演　3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
　（前売り・当日とも）
　※未就学児入場不可
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
【チケット発売日】
　◆一般発売　4月18日（土）午前9時から（初日は
　　１人6枚まで）※市民会館の電話予約は午後1時から
　◆先行発売　4月16日（木）午前9時から（市民会館
　　窓口販売のみ）※真岡市芸術鑑賞会会員限定（並んだ
　　会員１人につき2枚まで。詳細はお問い合わせください）
　※各発売日、並び状況により時間前に整理券を配
　　布することがあります。
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30～17:15)
　㈲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
　2階 ☎ 028-657-6534

【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）

平成 27 年度平成 27 年度
栃木県消費生活リーダー養成講座栃木県消費生活リーダー養成講座

受受講生講生募集募集
【とき】午前10 時～午後3 時（全12回、各火曜日）
月 日 月 日
5 月 19日  9 月 1・15・29日
6月 2・16・30日 10月 13・27日
7月 14・28日 11月 10日

【ところ】栃木県庁本館会議室（宇都宮市塙田1-1-20）
【受講内容】クーリングオフと相談事例、特定商取
　引法と消費者契約法、消費者啓発講座の実践法、
　製品安全に関する動向について、食品の安全性の
　確保について、リーダーとしての役割 など
【対象】真岡市在住で消費者活動に興味があり、受講後
　市内各地域において消費者啓発実践活動を担って
　いただける方　定員3人（定員を超えた場合は抽選）
　※必ず全日程受講
【受講料】無料（市で市役所～県庁間のバス代相当分を支給）
【申し込み】4月 2日（木）～ 10 日（金）までに
　下記窓口でお手続きください。（電話受付不可）
【申し込み・問い合わせ】安全安心課生活安全係
　 ☎ 83-8394　FAX 83-8392

尊徳尊徳さんのさんの田んぼ田んぼでで
 米作り体験参加者募集 米作り体験参加者募集

　　　　　　　　尊徳と創ろう家族の絆！尊徳と創ろう家族の絆！

　二宮尊徳が生きた江戸時代に近い形で、無農薬の
米作り体験をしませんか。　　　　　　　
【年間プログラム】全５回
　① 5月 31日（日）田植え・サツマイモ植え① 5月 31日（日）田植え・サツマイモ植え
　② 6月 28日（日）草とり　② 6月 28日（日）草とり
　③　③ 8月9日（日）かかし作り8月9日（日）かかし作り ※かかしコンテスト予定 ※かかしコンテスト予定
　④ 9月 27日（日）稲刈り ･おだがけ　④ 9月 27日（日）稲刈り ･おだがけ
　⑤11月 8日（日）収穫祭・サツマイモ掘り　⑤11月 8日（日）収穫祭・サツマイモ掘り
　※稲の生育状況や天候等により日程変更あり
【ところ】国指定史跡 桜町陣屋跡内「報徳田」
【特典】無農薬有機米３～５kg（収穫量により変動あり）
【対象】全5回中 3回以上参加できる方　定員50人
　※小学生・幼児は保護者同伴（ただし幼児は参加
　　料無料で特典の収穫米なし）
【参加料】大人 3,000 円　小学生 1,000 円（活動の
　傷害保険、材料代など）　
【応募方法】4月 30 日（木）までに、電話または
　FAX で、住所・氏名・連絡先・参加人参加人数を下記
　へ申し込みください。（応募多数の場合は抽選）
　参加者には 5月半ばまでに案内状を送付します。送付します。
【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化財係　☎ 83-7731 FAX83-4070　

4 月4月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】18日（土）午前10 時～11時 30 分
【ところ】青年女性会館1階研修室・女性室
【対象】市内在住の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 11cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室 
　☎ 83-8157 FAX84-1545


