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来年のえと“かわいいおさるさん”来年のえと“かわいいおさるさん”
　          を作ってみませんか　          を作ってみませんか

  押し絵教室  押し絵教室
【とき】12月 3日、10日（各木曜日、全2回）
　午前9時30分～正午　【ところ】市公民館二宮分館  　午前9時 30分～正午　【ところ】市公民館二宮分館  
【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】1作品 1,000 円程度（材料代）【受講料】1作品 1,000 円程度（材料代）
【持ち物】はさみ、目打ち（お持ちの方のみ）【持ち物】はさみ、目打ち（お持ちの方のみ）
【申し込み】11月 10 日（火）から【申し込み】11月 10 日（火）から電話または窓口話または窓口
　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】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

みんなのひろば
●第 36回 真岡市長杯ゴルフ大会参加者募集
【とき】12/6（日）【ところ】もおか鬼怒公園ゴルフ
倶楽部【定員】先着 120人【参加料】12,000 円（
プレー代・食事代・パーティー代含む）※当日フロ
ントで支払い【申込期限】11/20（金）【主催】真岡
市ゴルフ連盟【申し込み・問い合わせ】もおか鬼怒公
園ゴルフ倶楽部☎ 83-5501
●人工肛門・人工膀胱を保有の方へ講習会のお知らせ
【とき】11/15（日）10:00 ～正午【ところ】宇都宮
市総合福祉センター 大会議室【講演】「オストメイト
の日常の心の持ち方～免疫力を高める生活～」【講師】
藤野章子 氏（獨協医科大学特任教授）【経験交流会】
助言者：皮膚・排泄ケア認定看護師 久保のり子 氏（獨
協医科大学病院）・中村優子 氏（獨協医科大学病院）
※個別相談をご希望の方は下記までご連絡ください。
【申し込み・問い合わせ】栃木県オストミー協会 ☎
0284-43-0144（岩田）

宿泊利用料金の一部宿泊利用料金の一部をを助成助成
　市では、市と協定を結んだ施設の利用料金の一部
を助成する「真岡市中小企業勤労者元気アップ支援
事業」を実施していますので、ご利用ください。
【対象者】従業員 300 人以下の市内事業所に常時
　勤務する方およびその被扶養者（事業主除く）
【助成内容】1人3,000円分の助成券を発行します。
　助成券の交付は、1人につき年度 1回です。
【手続き】利用者が、下記の協定施設への予約後、
市商工観光課へ助成券の申請をしてください。（申
請書は市商工観光課に用意してあります。市の
ホームページからも印刷できます）助成券を交付
しますので、チェックインの際に受付に提出して
ください。※予約時に当制度を利用する旨を伝
えてください。

【協定施設一覧】
場　所 施設名 電話番号

栃木県真岡市 井頭温泉チャットパレス ☎ 0285-80-3311
〃益子町 益子館 ☎ 0285-72-7777

　〃日光市

日光ぐりーんほてる ☎ 0288-54-2002
奥の院ほてるとく川 ☎ 0288-53-3200
ホテルナチュラル
ガーデン日光 ☎ 0288-50-3070

　〃日光市
（鬼怒川温泉）

きぬ川ホテル三日月 ☎ 0288-77-2611
鬼怒川観光ホテル ☎ 0288-77-1101

　〃那須町

ホテルビューパレス ☎ 0287-76-1111
松川屋那須高原ホテル ☎ 0287-76-3131
TOWAピュアコテージ ☎ 0287-78-1164
ホテルサンバレー那須 ☎ 0287-76-3800

〃那須塩原市 ホテルニュー塩原 ☎ 0287-32-2611
茨城県阿字ヶ浦 旅館えいらく ☎ 029-265-7549

　〃　大洗町 大洗パークホテル ☎ 029-267-2171
大洗ホテル ☎ 029-267-2151

　〃　高萩市 セントラルホテル高萩 ☎0293-24-3366
　〃　北茨城市 セントラルホテル磯原 ☎ 0293-42-8111
福島県福島市飯坂町 旅館湯乃家 ☎ 024-542-3333
福島県郡山市熱海町 ホテル華の湯 ☎ 024-984-3333
群馬県渋川市伊香保町 ホテル木暮 ☎ 0279-72-2701
群馬県草津町 ホテル櫻井 ☎ 0279-88-3211
千葉県鴨川市 鴨川館 ☎ 04-7093-4111

新潟県新発田市 白玉の湯　泉慶 ☎ 0254-32-1111
白玉の湯　華鳳 ☎ 0254-32-1515

宮城県大崎市 鳴子観光ホテル ☎ 0299-83-2333
宮城県本吉郡南三陸町 南三陸ホテル観洋 ☎ 0226-46-2442
静岡県熱海市 熱海　玉の湯ホテル ☎ 0557-81-3561
長野県山ノ内町 志賀高原の家グリーン ☎ 0269-34-2552
神奈川県箱根町 箱根湯本温泉 天成園 ☎ 0460-83-8500
東京都浅草 浅草ビューホテル ☎ 03-5828-4426

【問い合わせ】商工観光課勤労者係 ☎83-8134 FAX 83-0199

第 20回　第 20 回　真岡市音楽祭真岡市音楽祭
【とき】11月 8日（日）
　午前 9時開場　午前 9時 30分開演
【ところ】市民会館大ホール
【入場料】無料（整理券は必要ありません）
【出演団体（出演順）】
《午前 9時 30 分ごろ》くれない太鼓（西真岡保育
園和太鼓研究会）、尊徳太鼓保存会、童楽鼓（せ
んだん幼稚園）《午前 10 時 30 分ごろ》箏桜会、
オカリーナもおか、二宮笛の音楽隊《午前 11 時
30 分ごろ》小学校合同合唱団B、True Hills、コー
ルさくら、舞ケ丘合唱団、童謡・唱歌を楽しむ会、
真岡市民合唱団、真岡女子高等学校合唱部《午後
1時 10 分ごろ》小学校合同吹奏楽団、中学校合
同吹奏楽団《午後 2時ごろ》特別演奏～N響メ
ンバーによる木管三重奏～《午後3時 20分ごろ》
高校吹奏楽バンド、真岡工業高等学校音楽部、真
岡市民交響楽団、真岡ウインドオーケストラ

【問い合わせ】真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）
　 ☎ 83-7731 FAX 83-4070（日・月曜・祝日休）

第 5 回第 5 回  歴史教室開催歴史教室開催
【とき】11月 7日（土）午後 1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【講師】元二宮町史編さん専門委員　大嶽 浩良 氏
【演題】「河野守弘と地元の狂歌仲間たち」
【参加料】無料　【申し込み】不要
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

第22回第22回  真岡地区公民館まつり真岡地区公民館まつり
【とき】11月 15日（日）　※雨天決行
　午前 9時 30分～午後 1時 30分ごろ
【ところ】青年女性会館　【駐車場】久保講堂南側駐車場
【内容】地域芸能発表会、地域物産店、抽選会
【抽選会】午後 1時開始予定。抽選会に参加するに
は、真岡地区内のご家庭に配布したチラシに付いて
いる抽選引換券を切り取ってお持ちください。
　（抽選券の引き換え受付は、午前 9時 30 分開始
の開会式終了後から午後 0時 30分まで）

【問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781　FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

第6回第6回  にのみや地区公民館まつりにのみや地区公民館まつり
【とき】11月 15日（日）午前9時から　※雨天決行
【ところ】二宮コミュニティセンター
【駐車場】生涯学習館（旧二宮文化会館）
【内容】芸能発表、二宮地区の園児・児童・生徒・
愛好会等による作品展示、地域公民館対抗玉入
れ大会、模擬店、子どもお楽しみコーナー、カレー
ライスの無料配布など

【主催】にのみや地区公民館まつり実行委員会
【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎ 74-0107　FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

栃木ＳＣコーチから学ぶ栃木ＳＣコーチから学ぶ
親子サッカー教室親子サッカー教室

　栃木サッカークラブ（栃木SC）所属のプロのコー
チからサッカーの基礎を親子一緒に学びます。
【とき】11月 28日（土）　午前 9時 30分～ 11時
【ところ】スポーツ交流館
【対象】市内小学生とその保護者　先着 20組 40人
【参加料】無料　【持ち物等】運動のできる服装、
タオル、飲み物、体育館シューズ

【申し込み】11月 11日（水）受付開始。
　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
　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

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】11月 29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：武道体育館 2階）
【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】運動のできる服装、タオル、飲み物
【申し込み】11月 26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

ボランティア入門講座ボランティア入門講座
きっかけ一つきっかけ一つでで見つかる 新たな自分！見つかる 新たな自分！
　ボランティア体験者のお話や自分のやりたいこと等
を自由に語り合い、新たなきっかけを作る交流会です。
【とき】11月 28日（土）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 202会議室
【対象】ボラティアに関心がある方、これからボラ
ンティアを始めたい方

【参加料】無料　【申し込み】不要
【申し込み・問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558

11 月に 70 歳を迎える方へ11 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

　11 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 11月 30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。11 月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 5枚（11 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

20152015サンタサンタのの贈贈りり物物募集募集
　ご家庭で用意していただいたプレゼントをサンタ
クロースが皆さんの自宅へお届けします♪
　☆今年は 12月 24 日（木）にお届けします！
【対象】市内在住の小学１年生以下のお子さんが
　いる家庭 　先着 100件
【申込期間】10月 30日（金）～ 11月 13日（金）（金）～ 11月 13日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時（日曜・祝日除く）・祝日除く）
【申込方法】専用の申込用紙 (市公民館および各分
館に用意、市ホームページからもダウンロード可 )
に必要事項を記入し、下記へ直接お持ちください。
電話・FAX・Eメールでの受付はできません。
※プレゼントの受付は12月に入ってからです。申し
込みの際にお持ちにならないよう、ご注意ください。
■「サンタの贈り物」配達ボランティア募集！
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きません
か。詳細は下記まで問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】「サンタの贈り物」実行委員会事務局
　生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

映画映画
【とき】11月 28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 16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】役所広司、本木雅弘、松坂桃李、堤真一ほか
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

「日本のいちばん長い日」

市民市民
講座講座

切り絵・ステンシルの切り絵・ステンシルの
年賀状づくり講座年賀状づくり講座

　切り絵の技法を生かしてステンシル技法で着色
し、手作りの年賀状を制作します。
【とき】11月29日、12月6日（各日曜日、全 2回）
　午前 10時～正午午前 10時～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 20人【対象】市内在住または勤務の方　先着 20人
【受講料】200 円程度（カッター、マットをご希望【受講料】200 円程度（カッター、マットをご希望
の方は別途 500円が必要）の方は別途 500円が必要）

【持ち物】切り絵用カッター、マット、ステンシルシート、【持ち物】切り絵用カッター、マット、ステンシルシート、
　はさみ、筆記用具　はさみ、筆記用具
【申し込み】11月 10 日（火）から【申し込み】11月 10 日（火）から電話または窓口話または窓口
　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）

～学んで変える、毎日の食事～～学んで変える、毎日の食事～
ワンプレートワンプレートででバランスランチバランスランチ
　生活習慣病のお話や、調理実習で麦ごはん、けん
ちん汁、もやしつくね、小松菜のナムル、サツマイ
モのサラダ、ピクルスを作ります。
【とき】11月24日（火）　午前9時30分～午後1時午前9時30分～午後1時
【ところ】市公民館 調理室【ところ】市公民館 調理室
【対象】市内在住の血圧・脂質・血糖のいずれかが【対象】市内在住の血圧・脂質・血糖のいずれかが
高めな40 歳～ 69 歳の方　先着 24人高めな40 歳～ 69 歳の方　先着 24人
　　※8/26 に実施した賢幸食堂に参加された方は、内※8/26 に実施した賢幸食堂に参加された方は、内
　容が同じため参加はご遠慮ください。　容が同じため参加はご遠慮ください。

【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん、直径 30cm【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん、直径 30cm
程度の平皿、保存容器（400ml 程度）、味噌汁程度の平皿、保存容器（400ml 程度）、味噌汁
50ml 程度（※塩分測定のため）　【参加料】無料50ml 程度（※塩分測定のため）　【参加料】無料

【申し込み】11月9日(月)午前8時30分から受付。【申し込み】11月9日(月)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


