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みて、きいて、やってみるみて、きいて、やってみる
生涯学習フェスティバル生涯学習フェスティバル  ～ 初心者向けの一日体験講座 ～～ 初心者向けの一日体験講座 ～

【会場】市公民館 　【対象】市内在住または勤務の成人の方（複数申込可、各講座とも定員を超えた場合は抽選）
【申し込み】各講座の申込期間内に、下記まで電話で申し込みください。（午前８時 30分～午後５時 15分）

講座名 日　時 内　容　等 定　員 参加料 申し込み

料　　理 10/31（土）
9:30 ～ 12:00 季節の料理を作ります。 15人 600 円 10/2(金 )

 ～10/19(月)
健康と美容の
ハーブ講座

11/7（土）
10:00～ 12:00

アロマルームコロン1本（100cc） とハー
ブティーを作り、持ち帰ることができます。 30人 1,000円 10/2( 金 ) ～10/26(月)

はじめての
パッチワーク

11/7（土）
13:30～ 16:00

おしゃれで可愛いパッチワークをハ
ンドメイドで作りましょう。 20人 1,000円

～1,500円
10/2( 金 )
 ～10/26(月)

水 彩 画 11/8（日）
10:00～ 12:00

手軽で深い絵を描くことができま
す。水彩画に挑戦してみましょう。 20人 無　料 10/2( 金 )

 ～10/26(月)

ポーセラーツ 11/8（日）
13:30～ 15:30

真っ白な磁器に好みの色や柄のシールを
貼ったり、絵の具で着色したり、絵を描い
たりしてオリジナル作品を作りましょう。

20人 1,000円 10/2( 金 ) ～10/26(月)

キャラ弁作り 11/28（土）
9:30 ～ 12:00

子どもが喜ぶかわいいお弁当を作り
ます。 15人 1,000円 10/30( 金 ) ～11/16(月)

書　　道 11/28（土）
13:30～ 15:30

毛筆で年賀状を作ります。今年こそ
は毛筆で年賀状を書いてみませんか。 20人 無　料 10/30( 金 )

 ～11/16(月)

ソープカービング 11/29（日）
10:00～ 12:00

せっけんに花などを彫る、簡単な初
心者用の講座です。 20人 1,000円 10/30( 金 ) ～11/16(月)

編 み 物 11/29（日）
13:30～ 15:30 手を使ってスヌードを編みましょう。 20人 1,000円 10/30( 金 ) ～11/16(月)

礼　　法 12/5（土）
10:00～ 12:00

和を楽しむ（風呂敷の活用術）、人と人が心
地よく関係性を築くための礼法を学びます。 15人 無　料 10/30( 金 )

 ～11/16(月)
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係　☎ 82-7151　FAX 83-4070

　 10 月 10 月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】7日（水）、17日（土）午前10時～11時
【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

≪10月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

15日
(木 )

  9:00 ～ 9:50 芳賀地方農業共済組合
10:40 ～ 11:30 真岡製作所
13:00 ～ 16:00 千住金属工業

【問い合わせ】健康増進課成人健康係☎83-8122 FAX83-8619

【ところ】久保記念観光文化交流館　観光まちづくりセンター
■押し花教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】 15日（木）　午前10時から　【参加料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】 3日（土）、17日（土）午後2時から　【入場料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】  8日（木）、22日（木）午前9時30分から
【料金】1,500 円
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】4日（日）、18日（日）午前11時から【入場料】無料

  110月0月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【問い合わせ】真岡市観光協会  ☎82-2012   （FAX兼）

下水道いろいろコンクール作品展下水道いろいろコンクール作品展
　小・中学生の作品（ポスター・書道・標語など）を展示します。
【とき】10月 3日（土）～ 13日（火）
　午前8時30分～午後9時30分　※最終日は午後3時
【ところ】二宮コミュニティセンター ホール
【問い合わせ】下水道課 ☎ 83-8160 FAX 83-8142

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
キノコのふしぎをさぐろうキノコのふしぎをさぐろう

　雑木林へ出かけて、さまざまなキノコを見つけましょう。
【とき】10月17日（土）　午前9時30分～11時30分
　※小雨決行　【参加料】無料
【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。
　（小学4年生以下は保護者同伴）　先着20人
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物、キノ
　コの図鑑（お持ちの方のみ）、雨具・長靴（小雨の場合）
【申し込み】10月 3日（土）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 FAX83-4624(月曜・祝日の翌日休み）

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レント（胸部レント
ゲン検診）ゲン検診）をを受診しましょう！受診しましょう！
【対象】40歳以上の方（昭和51年4月1日以前生まれ）
　で、年 1回の胸部レントゲン検診を受けていない方
　※次の方は対象から除きます。
　①勤務先で受ける方 ②妊娠中やその可能性があ 
　る方 ③医療機関で受けた方 ④生活習慣病検診   
　（集団検診）で肺がん検診を受けた方
【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよい日時・
　会場で受診してください。
【下表以外の実施日】
※詳しい時間と場所は後日WeeklyNews もおかで
　お知らせします。
【受診料】100円（かくたん検査希望の方は200円加算）
【検診結果】個別通知
【注意】ボタン・金属のついた肌着を身につけないでください。
10 月 6 日（火）10:10 からの高間木公民館は、コ10 月 6 日（火）10:10 からの高間木公民館は、コ
ジマNew 真岡店第3 駐車場へ変更になりました。ジマNew 真岡店第3 駐車場へ変更になりました。

と　き ところ

10/6
（火）

9:00 ‐ 9:10 大谷公民館（大谷本町）
9:30 ‐ 9:50 並木町公民館
10:10‐10:30 コジマNEW真岡店第３駐車場
10:50‐11:10 亀山公民館
13:00‐13:20 真岡保育所
13:40‐14:00 真岡市総合福祉保健センター

10/7
（水）

9:30‐10:00 中村改善センター
10:20‐ 10:40 八木岡公民館
11:00‐11:20 寺内駅前公民館
13:00‐13:10 下籠谷公民館
13:30‐13:50 大内改善センター
14:10‐14:20 飯貝公民館
14:40‐14:50 上清水公民館
15:10‐15:20 下清水公民館

10/8
（木）

8:50 ‐ 9:10 長沼小学校
9:30 ‐ 9:50 清水商店前（上江連）
10:10‐10:30 鷲巣公民館
11:00‐11:30 二宮コミュニティセンター
13:00‐13:20 大道泉公民館
13:30‐14:00 堀込公民館

10/23
（金）

 9:00 ‐ 9:20 東大島公民館
9:40‐  10:00 小林中央公民館
10:20‐10:40 山前改善センター
11:00‐11:20 東郷公民館
13:00‐13:20 八條南公民館
13:30‐13:50 西田井駅前公民館
14:10‐14:30 大中内北山公民館（西田井）

※レントゲン車が巡回します。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

10月は3R（発生抑制･再使用･再生利用）推進月間です10月は3R（発生抑制･再使用･再生利用）推進月間です

マイ・バッグ･キャンペーンマイ・バッグ･キャンペーンを実施しますを実施します
　買い物にはマイ・バッグを持参し、過剰な包装
は辞退するなどして、ごみを減らしましょう。

【問い合わせ】　環境課ごみ減量係　☎ 83-8692

　「マイ・バッグ」使用のマナー　
■買い物中は折りたたんでおきましょう。
■買う物は、お店に備え付けの買い物かごに入れましょう。
■レジを通ってからマイ・バッグを使いましょう。
■お店の買い物かごは決められた場所に戻しましょう。

【対象】高校生ならどなたでも
【内容】クリスマスイベント『サンタと遊ぼう（今年
度は12/12に実施予定）』で、子どもたちと一緒
に歌ったり、遊んだりします。実行委員は、その
事業の企画・運営を行うボランティアです。

【実行委員会】11月 7日（土）午後 6時から
　市公民館 第 7会議室　
【申し込み】11月 6日（金）までに電話・FAX・Eメー
　ルで申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜 ･祝日休）
　Eメール  gakusyuu@city.moka.lg.jp

　2015 年度サンタと遊ぼう   
  実行委員募集！  実行委員募集！

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。

【とき】10月 25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：スポーツ交流館 )

【対象】5・6歳児～高齢者の方　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（当日、会員証をお持ちください）

【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物
【申し込み】10月 22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 真岡っ子をみんなで育てよう   

世界で起きているさまざまな出来事をスクリーンに
写し出し、語りと音楽で構成していく、感動いっぱい
の「映像と音楽のシンクロ」ステージです。
【とき】10月 10日（土）
　午後 5時 30分開場　午後 6時開演　
【ところ】市民会館 大ホール
【内容】地球のステージ 5～果てなき地平線～
【出演】桑山  紀彦 氏（NPO法人 地球のステージ代表理事）
　※入場無料、全席自由、事前の申し込み不要

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症は誰でもなる可能性のある病気です。認知
症について正しく学んでみませんか。
【とき】10月 14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
【対象】講座内容に関心のある市民の方　
【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

10 月に 70 歳を迎える方へ10 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

　10 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 10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。10 月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 6枚（10 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

10/11（日）チケット一般発売開始
真岡市民会館自主事業　真岡市民会館自主事業　

 坂本冬美コンサート 坂本冬美コンサート
【とき】平成 28年 1月 16日（土）
　①午後 2時開演　②午後 6時開演
　※②の開演時間に訂正があり、上記の
　　とおりとなりました。（各回 30分前開場）
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定（前売り・当日とも）SS席6,000円、
S席5,000円、A席4,000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）
【チケット発売日】当日の混雑状況により、整理券
　を配布することがあります。
■一般発売：10月11日（日）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
■真岡市芸術鑑賞会先行発売：10月9日（金）午前9時
【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 ■FKD
ショッピングプラザ宇都宮店2階 ☎ 028-623-5269

【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）


