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●「尊徳太鼓2015～一心響音～」
　チケット発売中
【とき】11/1（日）13:30 開場、
14:00 開演【ところ】生涯学習
館（旧二宮文化会館）【チケット】
前売：大人（高校生以上）1,000
円、小人 500 円　当日：大人
（高校生以上）1,200 円、小人
600円 【ゲスト出演】幸手和太
鼓保存会、創造集団大太『是空』
【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） 【問い合わせ】尊徳太鼓保存会☎ 090-
1550-6004
●詩吟教室会員募集
　伝統文化を一緒にやりましょう。腹式呼吸で大声
発声を行い老後を健康に。【とき】月 2回 13:00 ～
15:00【ところ】二宮コミュニティセンター 【問い合
わせ】☎ 75-7055（矢野）

市民市民
講座講座

子育てパパのチャレンジ講座子育てパパのチャレンジ講座

かんたんパパごはんかんたんパパごはん
初めて料理をするパパ大歓迎！初めて料理をするパパ大歓迎！

【とき】10月 30日、11月 6日、13日
　（各金曜日、全 3回）　午後 7時～ 9時午後 7時～ 9時
【ところ】市公民館 調理室【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住、在勤の男性　20人【対象】市内在住、在勤の男性　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】2,000 円程度（3回分の材料代として）【受講料】2,000 円程度（3回分の材料代として）
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナでも可）、筆記用具【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナでも可）、筆記用具
【申し込み】現在受付中。10月 16日（金）まで【申し込み】現在受付中。10月 16日（金）まで
　　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）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。※受講者本人が申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151  FAX 83-4070（日曜日・祝日休）

真岡市文化祭 真岡市文化祭 将棋大会開催将棋大会開催
【とき】10月17日（土）受付：午前9時～9時45分
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【クラス】小学生の部・一般の部 (中学生以上、棋
　力に応じてクラス分け )
【参加料】小学生 500円、一般 1,000 円
【申し込み】小学生は学校を通して申し込み。一般の
　部は事前申し込み不要のため、当日会場で申し込み。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

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
【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

フリーマーケットフリーマーケット参加者募集参加者募集
【とき】11月 23日（月）午前10時～午後3時
【ところ】市民会館南側広場
【対象者】市内在住の方または市内団体（業者の方は不可）
【出品物】リサイクル品・不用品に限る【参加料】無料
【出店数】40店　※申し込み多数の場合抽選
【申込方法】往復はがきに、代表者の住所、氏名、年齢、
　職業、電話番号、参加人数、出展物の概要を記入
　の上、下記まで郵送。10 月 23 日（金）必着。　
　応募枚数は１団体１枚まで。抽選の結果は、返信
　はがきでお知らせします。
【その他】11月 12日（木）午後 6時 30分から市
　公民館で参加者説明会を実施予定。
【申し込み・問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町
　5191 番地　環境課ごみ減量係 ☎ 83-8692

いくつになっても自分らしく美しくいくつになっても自分らしく美しく

ビューティーアップ講座ビューティーアップ講座
　スキンケアからキレイを演出するメーキャップ方
法を実習形式でトータルに学びます。
【とき】10月 17日（土）午前 10時～正午
【ところ】二宮コミュニティセンター 206会議室
【対象】市内在住または通勤・通学している女性　先着30人
【参加料】2,000 円（使用する化粧品は事務局で用意）
【講師】資生堂　ビューティーコンサルタント
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　（月・祝日休館）☎ 81-5522　 FAX 81-5558

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

みんなのひろば

第 20 回 第 20 回 真岡市音楽祭真岡市音楽祭
　合唱・吹奏楽・太鼓など、子どもから大人まで真
岡市内の音楽団体が日頃の練習の成果を発表します。
ぜひご覧ください。
【とき】11月 8日（日）
　午前 9時開場　9時 30分開演　  
【ところ】市民会館 
【入場料】無料（整理券は必要ありません）

真岡市音楽祭ボランティア募集真岡市音楽祭ボランティア募集
　スタッフとしてお手伝いをしていただけるボラン
ティアを募集します。音楽が好きな方、市民会館の
運営に興味のある方は参加してみませんか。
【とき】11月 8日（日）午前8時～午後6時予定
【ところ】市民会館
【内容】舞台転換、誘導、観客整理、受付など
【申込期限】10月 23日（金）まで
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市音楽祭実行委員会（文化課・市民会館）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

～第2回 ～第2回 真岡市食生活改善推進員養成講座～真岡市食生活改善推進員養成講座～
簡単！簡単！お弁当作りお弁当作りとと健康ウォーキング健康ウォーキング
【とき】11月4日（水）午前9時30分～午後1時午前9時30分～午後1時
【ところ】お弁当作り：山前農村環境改善センター調理室【ところ】お弁当作り：山前農村環境改善センター調理室
　健康ウォーキング：真岡市総合運動公園外周（雨　健康ウォーキング：真岡市総合運動公園外周（雨
　天時は室内でロコモ予防体操を行います）　天時は室内でロコモ予防体操を行います）
【対象】市内在住の方  先着 24人【対象】市内在住の方  先着 24人
【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナでも可）、ふきん、【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナでも可）、ふきん、
　お弁当箱（10cm× 12cm程度）、汗拭きタオル、　お弁当箱（10cm× 12cm程度）、汗拭きタオル、
　帽子、飲み物 　【参加料】500円（材料代）　帽子、飲み物 　【参加料】500円（材料代）
【申し込み】10月13日(火)午前8時30分から受付【申し込み】10月13日(火)午前8時30分から受付

【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122  FAX83-8619

～～真岡市食生活改善推進員養成講座～真岡市食生活改善推進員養成講座～

健康寿命アップ！健康づくり講座健康寿命アップ！健康づくり講座
①10 月 29 日（木）午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分
【内容】真岡市健康21プラン、真岡市の健康づくり【内容】真岡市健康21プラン、真岡市の健康づくり
②11月 4日（水）午前9時 30分～午後1時 30分
【内容】簡単お弁当づくりと健康ウォーキング【内容】簡単お弁当づくりと健康ウォーキング
③ 11 月 12 日（木）午前 9 時～午後 2 時
【内容】機能性表示食品と特保の違い、カルシウム【内容】機能性表示食品と特保の違い、カルシウム
　アップメニュー（調理）　アップメニュー（調理）
④11月 26日（木）午前9時 30分～午後1時 30分
【内容】食事バランスチェック、野菜たっぷりヘル【内容】食事バランスチェック、野菜たっぷりヘル
　シーメニュー（調理）　シーメニュー（調理）
⑤12月 14日（月）午前9時 30分～午後2時 30分
【内容】おいしく食べる減塩のコツ（調理）、食生活【内容】おいしく食べる減塩のコツ（調理）、食生活
　　改善推進員の活動紹介改善推進員の活動紹介
【対象】上記3つ以上の講座に参加できる市内在住の方【対象】上記3つ以上の講座に参加できる市内在住の方  
　先着 24人　【受講料】各々 1,700 円　先着 24人　【受講料】各々 1,700 円
【申し込み】10月13日(火)午前8時30分から受付【申し込み】10月13日(火)午前8時30分から受付

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 現在受付中

10/19(月)まで
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 現在受付中10/26(月)まで

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
現在受付中
10/26(月)まで

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 現在受付中

10/26(月)まで

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 現在受付中10/26(月)まで

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 腕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)

健康フェスティバル参加者募集健康フェスティバル参加者募集
【とき】10月 25日（日）午前 9時 45分～正午
【ところ】総合福祉保健センター【対象】市内在住の方

事 前 申 し 込 み コ ー ナ ー 事 前 申 し 込 み コ ー ナ ー 
◆赤ちゃんハイハイグランプリ　午前10時～10時30分
　【対象】当日ハイハイをしているお子さん　先着24人
　　（H26.11 月・12月、H27.1 月生まれ）
◆ベビーダンス　午前11時～正午
　【対象】首がすわっているお子さんとその保護者
　　先着 30人（H26.7 月～ H27.6 月生まれ）
　【持ち物】抱っこひもまたはスリング
◆子どものフッ素塗布
　【とき】①午前10時～10時10分受付　先着60人
　　　　②午前11時～11時10分受付　先着40人
　【対象】・年少児（H23.4.2 ～ H24.4.1 生まれ）
　　　　・年長児（H21.4.2 ～ H22.4.1 生まれ）

当 日 楽 し め る コ ー ナ ー 当 日 楽 し め る コ ー ナ ー 
　無料健康測定、筋トレ実践、わが子を守る救急
法講座、ウイルス撃退コーナー、細胞元気スムー
ジー試飲　など
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係・
　成人健康係　☎83-8121・8122　FAX 83-8619
　E ﾒｰﾙ kenkou@city.moka.lg.jp

初心者初心者のためののためのエアロビクスエアロビクス教室教室
エアロビクスダンスと呼ばれるダンス形式の有酸

素運動です。
【とき】11月 12日、19日、26日、12月 3日
（毎週木曜日、全 4回）午後 2時～ 3時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】市内在住または勤務の一般女性　
先着40人

【参加料】500円
【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】10月 14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。

【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・年齢を明記

市民市民
講座講座 お・も・て・な・し料理講座お・も・て・な・し料理講座
　彩りいなり寿司と茶巾寿司、
秋野菜のサラダ、すまし汁、
かぼちゃのデザートを作ります。
【とき】10月 21日（水）
　　午前 9時 30分～午後 0時 30分午前 9時 30分～午後 0時 30分
【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】1,000 円 ( 材料代 )【受講料】1,000 円 ( 材料代 )
【持ち物】米1合、エプロン、三角巾（バンダナでも可）、【持ち物】米1合、エプロン、三角巾（バンダナでも可）、
手拭き用タオル手拭き用タオル

【申し込み】10月13日（火）から【申し込み】10月13日（火）から下記窓口または電話、
FAX で受付（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）で受付（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）


