
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

みんなのひろば
●平成 27 年度下水道排水設備工事責任技術者
　試験講習会、模擬試験および試験のお知らせ
【とき】試験講習会・模擬試験：9/11( 金 )10:00
～ 16:30、試験：10/27( 火 )14:00 ～ 16:00【と
ころ】コンセーレ（宇都宮市駒生 1-1-6）【申込書】
公益財団法人とちぎ建設技術センター、真岡市役所
下水道課維持係で配布中【申込期間】7/1（水）～
8/14（金） 当日消印有効【申し込み・問い合わせ】
公益財団法人とちぎ建設技術センター企画開発部研
修課☎ 028-626-3187

市民市民
講座講座

世界にひとつだけの「絵本」を作ろう！世界にひとつだけの「絵本」を作ろう！  
夏休み絵本づくり教室夏休み絵本づくり教室

【とき】7月 23日（木）
　午前 9時 30分～午後 0時 30分ごろ　午前 9時 30分～午後 0時 30分ごろ
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住の小学生　先着15人【対象】市内在住の小学生　先着15人
　(小学 3 年生以下は保護者同伴）　(小学 3 年生以下は保護者同伴）
【内容】【内容】絵本づくり（A5版12ページ）
　※お話の内容はあらかじめ考えてきてください。
【受講料】無料　【持ち物】筆記用具、色鉛筆【受講料】無料　【持ち物】筆記用具、色鉛筆
【申し込み】7月 7日（火）から窓口または【申し込み】7月 7日（火）から窓口または電話受付話受付
　（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】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

第 1回第 1回  歴史教室開催歴史教室開催
　今年度のテーマは、「真岡の歴史～人のながれ、もの　今年度のテーマは、「真岡の歴史～人のながれ、もの
のながれ～」です。参加は自由ですので、ふるって参加のながれ～」です。参加は自由ですので、ふるって参加
ください。ください。
【とき】7月11日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール【参加料】無料
【講師】筑波大学名誉教授　今井 雅晴 氏
【演題】「親鸞と高田の人々～三谷草庵から始まる～」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

第 2 回歴史教室のお知らせ
【とき】8月1日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール
【講師】栃木県考古学会会長　橋本 澄朗 氏
【演題】「コメづくりを始めた人たち～山崎 1号墳
　と市ノ塚遺跡の調査から～」（仮題）
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

7 月に 70 歳を迎える方へ7月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券が利用できますが利用できます

　7月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉券
を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししていま
す。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 20年 7月 31日以前に生まれた方）　
【ところ】福祉課高齢者福祉係、二宮支所福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（交付窓口に用意）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。7月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 9枚（7月～翌年 3月分）です。
【問い合わせ】福祉課高齢者福祉係 ☎83-8195 FAX82-2340

根本山しぜん体験教室 
夜の里山探検夜の里山探検

　真っ暗な夜の雑木林や水辺に出かけて、昼間とは
異なる生き物の様子を観察します。
【とき】7月19日（日）
　午後7時30分～9時　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】長袖、長ズボン、運動靴、懐中電灯
【申し込み】7月 5日（日）から電話受付
　(午前 8時 30分～午後 5時 )

【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）

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。全国大会出場経験のあるディスクゴルフのス
ペシャリストが、小さなお子さまから高齢者まで、
どなたでも楽しめるように指導します。
【とき】7月 19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)
※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

【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物など
（雨天時の場合は体育館シューズ）
【申し込み】7月 16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

【問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX83-4070

　第 29回真岡市美術展「市民コレクター展～絵付
陶磁器と油彩～」の作品を募集します。
【募集作品】絵付陶磁器（形状、用途は何でもよい）、
油彩　※展示は匿名となります。

【募集期間】7月 24日（金）まで
　点数制限はありませんが、応募者多数の場合、ご
希望に添えない場合があります。
※販売業者等の応募はご遠慮ください。
※作品はすべて賠償責任保険に加入します。
　（万一事故が起こった場合、保険会社により再評
価します。）

【展示期間】9月 10日（木）～ 13日（日）
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【主催】真岡市教育委員会

市民コレクター展作品募集市民コレクター展作品募集

市民市民
講座講座 　　真岡産夏野菜のレシピ真岡産夏野菜のレシピ
　新鮮な地元食材を活用したメニューで、トマトの
冷製パスタ、夏野菜のピクルス（白ワイン入り）、
マドレーヌ、トマトゼリーを作ります。
【とき】7月 31日（金）　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 調理室【ところ】市公民館真岡西分館 調理室
【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】1,200 円程度（材料代）【受講料】1,200 円程度（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、ピクルスを【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、ピクルスを
　持ち帰る密閉容器　持ち帰る密閉容器
【申し込み】7月7日(火)から電話またはFAXで受付【申し込み】7月7日(火)から電話またはFAXで受付
　（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）

　華やかで気品のある日本舞踊を披露します。ぜひ
ご覧ください。
【とき】7月 5日（日）午前 10時開演（30分前開場）
【ところ】市民会館大ホール　【入場料】無料
【主催】真岡日本舞踊会【その他】先着200人に粗品あり
【問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731 FAX83-4070

第58回第58回日本舞踊発表会開催日本舞踊発表会開催

映画映画
【とき】平成 27年 7月 11日（土）
　①午後 2時～ ②午後 6時 30分～
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】2時間 19分
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500 円  ※芸術鑑賞会会員 無料
【出演】大沢たかお、石原さとみ、真木よう子ほか
【内　容】さだまさしが、国際医療ボランティア活動に従
事した実在の医師から聞いた話にインスパイアされて作っ
た曲「風に立つライオン」を小説化・映画化した作品。
1987年、大学病院に勤務する医師・航一郎（大沢）は、
恋人・貴子（真木）を残し、ケニアに派遣される。そんな
ある日、赤十字病院へ少年兵・ンドゥングが運ばれてくる。
彼は銃傷より両親を目の前で惨殺され、麻薬でかき消され
た心の傷のほうが甚大だった。航一郎は、彼の心の闇に正
面から向き合っていくが…。

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

「風に立つライオン」

在宅歯科診療在宅歯科診療ののご案内ご案内
【対象】市内在住の 65 歳以上の方で、自宅で寝た
　きりのため、歯科医院への通院が困難な方
【内容】歯の痛みの処置、虫歯の治療や入れ歯の作成・
　調整など、歯科医師が訪問して診療します。
【費用】診療費は保険適用となりますので、受診者
　は保険診療の自己負担額と歯科医師の交通費を負
　担してください。
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

市民市民
講座講座 ゆかたの着付け講座ゆかたの着付け講座
　夏といえば花火大会、木綿おどり。浴衣
を涼しく、すっきりと着て出かけましょう。
【とき】7月 25日、8月 22日
　(各土曜日、全2回)　午後2時～4時
【ところ】市公民館　【ところ】市公民館　
【対象】市内在住または勤務の成人女性　定員20人【対象】市内在住または勤務の成人女性　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】無料【受講料】無料
【持ち物】浴衣、半巾帯、腰ひも 2本、伊達締め、前板、【持ち物】浴衣、半巾帯、腰ひも 2本、伊達締め、前板、
　コーリンベルト、タオル 3枚　コーリンベルト、タオル 3枚
【申し込み】6月 26日～ 7月 11日（土）電話受付【申し込み】6月 26日～ 7月 11日（土）電話受付
　（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】生涯学習課生涯学習係　
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

「時間がない」あなたのための健康法「時間がない」あなたのための健康法

生活改善チャレンジ生活改善チャレンジ講座講座
　「時間がなく、自分の健康は後回し…」そんなあな
たにもオススメ、“ちょっと変える”だけの初心者向
け実践講座です。短い時間で運動と食事のポイント
が簡単に分かります。
【とき】7月 22日 ( 水 )　午前 9時 30分～ 11時
　（午前 9時 10分から受付）
【ところ】スポーツ交流館
【対象】自分の食事・運動習慣を
　見直したい40～64歳の市民の方　先着30人
【内容】食事・運動の講話と運動の実践
　「忙しい人でもできる『ちょっと変える』健康法」
【持ち物等】動きやすい服装、室内用運動靴、飲み物、
　メモ用紙、筆記用具

真岡の自然を守る会真岡の自然を守る会
鬼怒川・小貝川鬼怒川・小貝川クリーン大作戦クリーン大作戦とと
自然観察会自然観察会のの参加者募集参加者募集

　「鬼怒川・小貝川クリーン大作戦」に参加して、
河川敷の清掃と自然観察会を行います。お手伝いい
ただける方のご協力をお願いします。
【とき】7月 11日 ( 土 ) 午前 7時～ 9時ころ
　※雨天中止
【集合場所】自然教育センターキャンプ場入口
【持ち物等】河原のごみ拾いをしやすい服装、
　帽子、雨具、タオル、飲み物等
　　※蜂刺予防のため黒色の帽子、
　　　衣類等は着用しないでください
【申し込み・問い合わせ】
　自然を守る会事務局（市公民館真岡西分館）
　☎ 84-6781　FAX 84-6936 （日・月曜・祝日休）

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

介護予防いきいき水中運動
プログラムプログラム
【とき】8月 5日（水）から毎週水曜日（全 12回）
　午前 9時～ 10時
【ところ】真岡井頭温泉 バーデプール
【対象】以下の条件を全て満たす方　30人程度
　① 65 歳以上で、介護保険サービス対象外の方 
　②主治医の了解が得られる方 ③肩・腰・膝の痛
　みを、水の浮力を利用した運動で改善したい方 
　④本プログラムに初めて参加する方
【参加方法】①電話で福祉課に申し込む。②福祉課
　から送られた申込用紙に必要事項を記入し、窓口
　に持参する。（簡単な聞き取りあり）③受講決定
　通知を受け、参加する。7 月 24 日（金）まで

水 運水 運

【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 FAX83-6335

架け箸プロジェクト架け箸プロジェクト
ボランティアスクールボランティアスクール

　ひとり暮らしの高齢者にプレゼントする“箸”を
一緒に作りませんか。
【とき】8月10日（月）、11日（火）午前10時から
【ところ】市公民館　第 3・4会議室
【対象】市内中学校または高等学校に通学している
　生徒　先着 30人　【参加料】無料
【申し込み】下記まで電話で申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市社会福祉協議会　☎ 82-8844


