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市民市民
講座講座 竹はり画講座竹はり画講座
　竹を使って仕上げる工芸品で、焼き付けすること
で陰影を出し、立体的な作品を製作します。（西分
館ロビーに作品を展示しています）
【とき】7月14日～8月 11日（毎週火曜日、全5回）
　午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市公民館真岡西分館【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】市内在住または勤務の方　先着15人【対象】市内在住または勤務の方　先着15人
【受講料】3,500 円（材料代）【受講料】3,500 円（材料代）
【持ち物】新聞紙 3枚、はさみ、鉛筆、赤鉛筆、のり、【持ち物】新聞紙 3枚、はさみ、鉛筆、赤鉛筆、のり、
木工用ボンド、剪定はさみ、ナイフ木工用ボンド、剪定はさみ、ナイフ

【申し込み】現在受付中。電話または FAXにて受付【申し込み】現在受付中。電話または FAXにて受付
（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）
　FAXは氏名・住所・電話番号を明記

市民市民
講座講座

めざせ“太鼓の達人”めざせ“太鼓の達人”
小学生親子の和太鼓教室小学生親子の和太鼓教室

　親子で和太鼓の体験、８月 29日開催「尊徳夏ま
つり」の舞台で豪快にたたきましょう。
【とき】7月 5日（日）、8月 2日（日）、8日（土）、
　23日（日）全 4回　午前 10時～正午10時～正午
【ところ】生涯学習館【ところ】生涯学習館
【対象】市内の小学 3～ 6 年生の親子　【対象】市内の小学 3～ 6 年生の親子　
　定員10 組　※定員超えの場合抽選　定員10 組　※定員超えの場合抽選
【受講料】無料
【持ち物等】運動しやすい服装、【持ち物等】運動しやすい服装、
　体育館シューズ、タオル、飲み物　体育館シューズ、タオル、飲み物
【申し込み】6月22日 (月 )まで電話受付（午前8時【申し込み】6月22日 (月 )まで電話受付（午前8時
30分～午後5時15分）30分～午後5時15分）

【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）

　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。ご希望の方は下記に申し込みください。
【とき】6月18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）

【対象】真岡市民の方　先着 15人
【内容】お口と歯の健康（歯ブラシのプレゼントが
あります）

【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎080-9990-3998（受付：午前9時～午後5時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

「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

鬼怒水辺ふれあい観察会鬼怒水辺ふれあい観察会
「カイツブリの親子を見よう」「カイツブリの親子を見よう」
　鬼怒水辺観察緑地では水鳥のカイツブリが暮らし　鬼怒水辺観察緑地では水鳥のカイツブリが暮らし
ています。双眼鏡で親子の様子や潜って食べ物をと
る姿を観察しましょう。る姿を観察しましょう。
【とき】6月 28日（日）　【とき】6月 28日（日）　
　午前 10時～正午　※小雨決行　午前 10時～正午　※小雨決行
【ところ】鬼怒水辺観察センター【ところ】鬼怒水辺観察センター
【対象】どなたでも参加できます。
　先着 20人　※小学校 4年生以下は保護者同伴　先着 20人　※小学校 4年生以下は保護者同伴
【参加料】無料【参加料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物【持ち物等】動きやすい服装、帽子、飲み物
　※双眼鏡は貸し出します　※双眼鏡は貸し出します
【申し込み】6月 14日（日）午前 8時 30分から電【申し込み】6月 14日（日）午前 8時 30分から電
　話で受け付けます。　話で受け付けます。
【申し込み・問い合わせ】　根本山自然観察センター　　
☎83-6280　FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休み）

夏のはじまり！夏のはじまり！
わんぱく親子スポーツ教室わんぱく親子スポーツ教室
　親子でトランポリンやニュースポーツ（スマイル
ボウリングなど）にチャレンジします。
【とき】7月11日（土）午前 9時～正午
　1回のみの教室です。　
【ところ】総合体育館
【対象】市内小学生とその保護者　先着30組（60人）
【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、タオ
　ル、 飲み物 
【申し込み】6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 ﾙは氏名・住所・電話番号、年齢(学年）、性別を明記

グラウンドゴルフ教室グラウンドゴルフ教室
【とき】6月 21日（日）午前 9時～ 11時
【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　先着 30人
【参加料】1人200円（当日会場でお支払いください)
　※真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員 
　会会員の方は無料

【申込期限】6月18日(木)まで。電話またはＦＡＸ・
　Eメールで申し込みください。

ニュースポーツディスクゴルフ教室ニュースポーツ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まで楽しめるよう
に指導します。
【とき】6月 28日（日）午前 9時～ 11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～高齢者　先着 30人
【参加料】1人200円（当日会場でお支払いください)
　※真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員 
　会会員の方は無料

【申込期限】6月25日(木)まで。電話または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 ﾙは氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

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

チケット販売中チケット販売中
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
　※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）
【プレイガイド】
　市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30～17:15、
日・月曜・祝日休み）　㈲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）

初めてパパ・ママになる皆さまへ初めてパパ・ママになる皆さまへ

両親学級両親学級ののご案内ご案内
【とき】7月 4日（土）
　午前9時30分～11時30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】市内在住の夫婦（おおむね妊娠 20週以降）
　先着 15組
【内容】赤ちゃんのお風呂、妊婦疑似体験など
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具
【申し込み・問い合わせ】6/19（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

第 2回第 2回
キューロク「ほおずき市」キューロク「ほおずき市」

&子ども縁日&子ども縁日
　キューロク館の夏の風物詩として「ほおずき市」
＆子ども縁日を開催します。
【とき】7月 12日（日）
【ところ】SLキューロク館敷地
【内容】
■朝どり野菜の軽トラ市：午前 8時～ 11時
　新鮮な朝どり野菜を生産者が直接販売します。
■ほおずき市：午前 10時～午後 3時
　ほおずきの鉢物販売（かご・風鈴付き）、焼きそ
ば、焼き鳥、クレープ、かき氷、ジュース、ビー
ルの販売
■子ども縁日：午前 10時～午後 3時
　金魚すくい、ヨーヨー釣り、わたあめ、駄菓子
の販売等
ほおずき市でほおずき鉢物プレゼント

　抽選で 5人の方にほおずき鉢物をプレゼントし
ます。ご希望の方は、往復はがきに住所、氏名、電
話番号、「ほおずき希望」と記入し、下記宛て先へ
応募ください。
【応募期限】7 月 2日（木）消印有効
【宛て先】〒 321-4306 真岡市台町 2474-1　真岡
鐵道㈱ほおずきプレゼント係

【問い合わせ】真岡鐵道㈱　☎ 84-2911

科学教育センター 
天体観望会

【とき】6月 26日（金）
　午後 7時 30分～ 8時 30分　
【対象】どなたでも参加できます。（小学生以下は保
護者同伴）　先着 30人　【参加料】無料

【内容】天体望遠鏡を使って、月や惑星を観察します。
【持ち物】懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み】6月 22日（月）・23日（火）に電話で
受け付けます。

科学の広場科学の広場
ゴム動力機を飛ばそうゴム動力機を飛ばそう

　飛ばして楽しいゴムコプターを作ります。
【とき】7月4日（土）　午前9時30分～10時30分
【対象】小・中学生（小学 4年生以下は保護者同伴）
　先着 24組
【参加料】子ども 1人 100 円
【申し込み】6月 24日（水）～ 26日（金）に電話
で受け付けます。

【申し込み・問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611

みんなのひろば
●自動車税の納税を忘れていませんか。
　自動車税の納期限（6月1日）が過ぎましたが、
納税はお済みでしょうか。お済みでない方は、すみ
やかに納税されますようお願いします。7月の督促状
発送後、納付されないままでいますと差押等滞納処
分の対象となります。なお、自動車税についてご不
明な点がありましたら、下記までお問い合わせくだ
さい。【問い合わせ】真岡県税事務所☎82-2253

● 6月 15日は県民の日です。
　栃木県では、郷土への理解と関心を深めること
等を目的に、6月 15 日を県民の日と定めていま
す。今年も、6月 15 日（月）に県本庁舎等で記
念イベントの開催や、県内外協賛施設で無料開放
や一部割引等が行われます。詳しくは、県ホーム
ページやイベントガイドをご確認ください。【主
なガイド配布場所】県本庁・合同庁舎、市町窓口
※県ホームページでも掲載しています。【問い合
わせ】県県民文化課☎ 028-623-3422

●狩猟免許取得のための予備講習会開催
　有害鳥獣による被害への対策として、新たに狩
猟免許を取るための予備講習会を開催します。【と
き】7/8（水）9:00～（わな、第一種）、8/5（水）9:00
～（網、わな、第一種、第二種）【ところ】清原地
区市民センター（宇都宮市清原工業団地15-4）【申
込期限】受講日の 7日前まで【申し込み・問い合
わせ】栃木県猟友会宇河支部☎028-624-0880

県立益子特別支援学校県立益子特別支援学校
体験学習体験学習のの実施実施

【とき】7月 1日（水）午前 9時 40分～正午
【対象】本校に入学・転学を検討している学齢のお子さ
まと保護者（託児がないため、保護者と一緒に行動で
きるお子さまに限る）、幼稚園保育園等の教職員など

【内容】学校概要、本校保護者による体験発表、授
業見学、校舎内見学、教育相談（希望者）

【申込期限】6月 19日（金）まで
【申し込み・問い合わせ】 真岡市教育委員会　☎83-8181
　県立益子特別支援学校 ☎ 72-4915

県民の日協賛事業県民の日協賛事業
プラネタリウム無料公開プラネタリウム無料公開
【とき】6月 20日、27日（各土曜日）
　午前 11時～、午後 1時 30分～（途中入場不可）
【内容】当日の星空解説、春番組「オー
ロラを見た恐竜たち」（約 50分）　

【観覧料】無料　※開始 30分前から観
覧券配布。（定員になり次第配布終了）

【問い合わせ】科学教育センター ☎83-6611 FAX83-6211


