
SAVE JAPAN プロジェクトSAVE JAPAN プロジェクト
水辺の鳥を見てみよう！鬼怒の水辺水辺の鳥を見てみよう！鬼怒の水辺
野鳥観察会と保全活動野鳥観察会と保全活動

【とき】10 月 31日（土）午前9時30分～午後0時30分
　※雨天決行　【ところ】鬼怒水辺観察センター
【内容】オオバンやカモ類など水鳥の観察会と環境
　保全活動
【持ち物等】昼食、飲み物、雨具、帽子、長靴、軍手、
　双眼鏡など観察補助具、野外活動に適した服装、着替え
【主催】真岡の自然を守る会、真岡自然観察会、認定
　ＮＰＯ法人とちぎボランティアネットワーク、Ｎ
　ＰＯ法人オオタカ保護基金
【申し込み・問い合わせ】
　■認定ＮＰＯ法人とちぎボランティアネットワーク
　（担当：徳山・菊池）　
　☎ 028-622-0021 FAX028-623-6036
　E ﾒｰﾙ tvnet1995@ybb.ne.jp　
　■真岡の自然を守る会事務局　市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

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/

11 月11 月のの情報センター講座情報センター講座
①初級パソコン講座･･･先着 10人
【とき】5日（木）～6日（金）午後1時30分～3時30分
【対象】初歩的な文字入力、マウス操作ができる方
【内容】文字入力、ファイル保存、ウィンドウ操作など
② Excel2013 基礎講座･･･先着 10人
【とき】25日（水）～27日（金）午後1時30分～3時30分
【対象】マウス操作、文字入力ができ、ワープロ操作ができる方
【内容】データの入力方法、関数、表・グラフの作成、
　集計、抽出、並べ替えなど
③年賀状作成講座･･･先着 10人
【とき】28日 ( 土 ) 午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】当センターのWord 講座の履修者、または
　Word の基本操作ができる方
【内容】Word2013 を使った年賀状の表裏面作成
＜①②③共通＞【受講料】無料【申し込み】電話
受付のみ【対象】市内在住または勤務の高校生以上
【申し込み・問い合わせ】10/23（金）10:00～電話受付
情報センター ☎ 83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

フレッシュファーマーズマルシェ2015フレッシュファーマーズマルシェ2015
　「いかんべ栃木！ふるさとブランド大集合！！」を
テーマに、栃木県内の農業青年が集まり、消費者との
交流を目的に、自分たちが作った農産物、またそれを
生かした加工品の販売や県内各地の特産農産物、青少
年クラブ活動のＰＲを行います。
【とき】10月 18日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ】みぶハイウェイパーク(下都賀郡壬生町大字国谷1870-2)
　※当日は、県内各地の農産物を多数用意します。
【問い合わせ】栃木県農政部経営技術課技術指導班
　☎ 028-623-2322
　農政課園芸畜産係　☎ 83-8139 FAX83-6208

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

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

川井郁子とN響の仲間たち川井郁子とN響の仲間たち
【とき】11月 14日（土）
　午後 2時 30分開演　午後 2時開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 　S席 4,500円　A席 4,000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）
【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】11月 14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】10/23（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係☎ 83-8121  FAX83-8619

いきいき元気料理教室いきいき元気料理教室
～高齢者の低栄養予防～～高齢者の低栄養予防～

【とき】11月13日（金）　午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の 65歳以上の方　先着 24人
【内容】鶏肉のハニーマスタード焼き、小松菜のシュウマイ、
　レンコンのカレーマリネ、中華スープ
【参加料】1人 600 円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】10月19日（月）午前8時30分から電話受付10月19日（月）午前8時30分から電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122　FAX83-8619

親子料理教室親子料理教室
　アボカドデミハンバーグ、野菜たっぷりカレー
スープ、パイナップルラッシーを作ります。
【とき】11月7日（土）　午前9時30分～午後1時
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】市内在住の小学生とその親または祖父母　
　先着 30人
【参加料】大人 350円、子ども 250円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】10月19日（月）午前8時30分から電話受付10月19日（月）午前8時30分から電話受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会　

11 月11 月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 13日（金） H27年 6月 23日　  ～ 7月12日生

9カ月児健診
6日（金） H26 年 12 月 21 日～H27年1月14日生

19日（木） H27年 1月 15日　  ～ 2月7日生

1歳 6カ月児健診
20日（金） H26年 3月 20日　～4月10日生

27日（金） H26年 4月 11日　～4月30日生

3歳児健診 10日（火） H24年 10月 12日　 ～ 10月 31日生
2歳児歯科検診 16日（月） H25年 11月生

【受付時間】午後 1時 10分～ 40分
　※健診は約 2時間かかります。
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】予診票、　母子健康手帳、歯ブラシ（歯科検診）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

11 月の「子育て相談」11 月の「子育て相談」
【とき】11日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター
【内容】①育児相談・栄養相談（要予約）　②身長・
　体重測定（予約不要）　【持ち物】母子健康手帳
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121  FAX83-8619

市民市民
講座講座 パッチワーク講座パッチワーク講座
　パッチワークのバッグを作ります。
【とき】11月10日、17日、12月1日、8日、15日
　（各火曜日、全 5回）午前 9時 30分～正午
【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 30人【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人
【受講料】4,000 円 ( 材料代 )【受講料】4,000 円 ( 材料代 )
【持ち物】裁縫道具、布切りバサミ、紙切りバサミ、【持ち物】裁縫道具、布切りバサミ、紙切りバサミ、
定規、筆記用具定規、筆記用具

【申し込み】10月20日（火）から【申し込み】10月20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）

市民市民
講座講座

～秋の草花で彩ろう～～秋の草花で彩ろう～
ハンギングバスケット講座ハンギングバスケット講座

　ハンギングバスケットとは、根付の草花をスト
リットバスケットの中に植え込み、掛ける、吊るす
などの方法で楽しむ空中花壇です。
【とき】11月 21日（土）午後 1時 30分～ 4時
【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 30人【対象】市内在住または勤務の方　先着 30人
【受講料】3,500 円（材料代）【受講料】3,500 円（材料代）
【持ち物等】汚れてもいい服装（エプロン）、レジャー【持ち物等】汚れてもいい服装（エプロン）、レジャー
シートまたはナイロンふろしきシートまたはナイロンふろしき

【申し込み】10月 20日（火）から電話または FAX【申し込み】10月 20日（火）から電話または FAX
　にて受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　にて受付（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）
FAXは氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

筋力トレーニング教室【中級女性】筋力トレーニング教室【中級女性】
　器具の使い方を学びながら、効果的な筋力トレー
ニングの方法を学びます。ぜひご参加ください。
【とき】11月 2日、12月 7日（各第1月曜日、全2回）
　午後 7時～ 8時 30分
【ところ】総合体育館トレーニング室
【対象】市内在住または勤務の一般女性
　先着 10人　【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、タオル、
　体育館シューズ、飲み物
【申し込み】10月 21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 ﾙの場合は氏名・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クラブ真岡市総合型地域スポーツクラブ
創設プレ事業　参加者募集創設プレ事業　参加者募集

◆ディスクゴルフ教室◆◆ディスクゴルフ教室◆
【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）

【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。

◆グラウンドゴルフ教室◆◆グラウンドゴルフ教室◆
【とき】11月 8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 4年生～高齢者の方　先着 30人
（小学1～3年生は保護者が一緒に参加する場合、参加可能）

【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】11月 5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

真岡市文化祭真岡市文化祭  展示各部門受付展示各部門受付
　展示各部門へ応募される方は、作品を下記の日時
に会場までお持ちください。事前申し込み不要です。

部　門 受 付 日 時 会　場
盆　栽 10/22(木 )9:00～11:00 久保講堂

洋画・日本画
10/29( 木 )
13:00 ～ 15:00

久保講堂
書　道 青年女性会館

写真・工芸 商工会議所
　なお、開催要項・他の部門の詳細については、市
ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

真岡市文化祭真岡市文化祭  ホール部門発表会ホール部門発表会
　日頃から芸能・舞台・音楽活動をしている市民の
皆さんによる発表会です。ぜひお越しください。
【とき】◆ダンスと音楽の祭典（フラダンス、四つ竹
　健康おどり他）
　10月 24日（土）午前10時開演（30分前開場）
　◆民舞吟大会（民謡・民舞、日本舞踊、吟詠）
　10月 25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

　　　科学教育センター 

　天体観望会
天体望遠鏡を使って月の写真を撮ります。
【とき】10月 27日（火）午後 6時 30分～ 7時 30分
【対象】一般、小・中学生（小学生は保護者同伴）　
　先着 30人　【参加料】無料
【持ち物】カメラ、防寒具、懐中電灯（必要に応じて）
【申し込み・問い合わせ】10/19（月）～21（水）電話受付
　科学教育センター　☎ 83-6611

す


