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みんなのひろば
●栃木いのちの電話相談員募集説明会実施のご案内
　ボランティアの電話相談員養成講座の説明会を実
施します。【とき】12/6（日）13:30 ～ 15:00【ところ】
市公民館第 2会議室【定員】20人【問い合わせ】栃
木いのちの電話事務局☎ 028-622-7970（平日 9:00
～ 17:00）
●「大人の発達障害家族教室」のお知らせ
　発達障害について世間の理解や関心が広がるとと
もに、発達障害を抱えた当事者はもちろん、その家族
へのサポートも大きな課題になっています。ご家族が
発達障害に関する正しい理解を持ち適切な対応を身に
つけたり、家族同士が支え合う場づくりのために家族
教室を開催します。3回で 1回のコースです。【実施
日】① 12/22（火）13:30 ～ 15:30（受付 13:00 か
ら）「大人の発達障害とは～発達障害をどう捉えるか
～」 ② 1/7（木）13:30 ～ 15:30（受付 13:00 から）「家
族同士の分かち合い」 ③ 1/20（水）13:30 ～ 15:30
（受付 13:00 から）「良い関係を築くために」【講師】
Offi  ce 夢風舎 土屋 徹 先生（ソーシャルワーカー）【と
ころ】県東健康福祉センター 【対象】芳賀地区在住の
成人期の発達障害者を持つ家族 先着 15 人【申し込
み】12/8（火）までに下記まで電話または FAXで申
し込みください【問い合わせ】県東健康福祉センター
☎ 0285-82-2138 FAX 0285-84-3450

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）

≪11月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

26日
(木 )

  9:00 ～ 9:50 真岡税務署
10:30 ～ 11:30 JAはが野 真岡支店
13:00 ～ 15:00 SABIC.I.P.JAPAN
15:45 ～ 16:30 常陽銀行 真岡支店

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

忘れずに受けましょう！忘れずに受けましょう！
歯周疾患検診歯周疾患検診
　下記対象者に「歯周疾患検診受診券」をお送りしま
したので、まだ受診されていない方は、郵送資料に記
載されている医療機関で忘れずに受診してください。
【実施期間】9月1日（火）～11月 30日（月）
　※休診日を除く
【対象】平成 27 年度中に 40 歳、50 歳、60 歳、
　70 歳を迎える方で、自分の歯がある方
　※対象者には、歯周疾患受診券を郵送します。
【検診内容】①口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口
の中の清掃状況など） ②歯周ポケット(歯肉からの
出血や、歯石の有無など )　【自己負担金】400 円
　※受診したときに、医療機関に支払ってください。
　※平成 27年度中に 70 歳を迎える方は無料です。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619

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
みんなで楽しむ みんなで楽しむ ウォークラリーウォークラリー
　晩秋の山前地区をみんなで楽しく歩きましょう。
【とき】11月 22日（日）
午前 8時 30分集合　※荒天中止

【集合場所】総合運動公園陸上競技場
【コース】総合運動公園陸上競技場を
発着とした山前地区を歩くコース

【対象】小学1年生から高齢者の方まで　先着30人
（小学生参加の場合は、必ず保護者同伴）
【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）

【申込期限】11月 19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

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
小枝小枝ととマツボックリのクラフトマツボックリのクラフト
～クリスマスオーナメントを作ろう～～クリスマスオーナメントを作ろう～
　雑木林で小枝やマツボックリを拾ってきて、クリ
スマスに使えるすてきな飾りを作ります。　
【とき】11月 28日（土）
　午前 9時 30分～正午　※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。（小学 4年生以下  
　は保護者同伴）　先着 30人
【参加料】無料　
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、木工用ボンド、
　ビニール袋、ピンセット、お手拭き
【申し込み】11月14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 FAX 83-4624（月曜・祝日の翌日休み）
　※月曜日が祝日の場合は開館します。

市民市民
講座講座

正月のお飾りを作ろう正月のお飾りを作ろう
玄関飾り（和飾り）玄関飾り（和飾り）

【とき】12月 13日（日）午前 9時 30分～正午午前 9時 30分～正午
【ところ】青年女性会館 ホール 【ところ】青年女性会館 ホール 
【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員30人【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員30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（材料代）【受講料】2,000 円（材料代）
【持ち物】作業用のエプロン【持ち物】作業用のエプロン
【申込期限】12月 1日（火）まで【申込期限】12月 1日（火）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 FAX83-4070（日曜・祝日休）

市民市民
講座講座 花のある暮らし講座花のある暮らし講座
　プリザーブドフラワーを使った、クリスマスリー
ス作り教室とお正月のしめ飾り作り教室を開きます。お正月のしめ飾り作り教室を開きます。
①クリスマスリース作り教室　①クリスマスリース作り教室　先着 20 人先着 20 人
　【とき】12月5日（土）午後1時30分～3時30分午後1時30分～3時30分
②しめ飾り作り教室　②しめ飾り作り教室　先着 20 人先着 20 人
　【とき】12月19日（土）午後1時30分～3時30分午後1時30分～3時30分
≪共通事項≫≪共通事項≫
　【ところ】大内分館（大内農業構造改善センター）　【ところ】大内分館（大内農業構造改善センター）
　【対象】市内在住または勤務の成人の方　【対象】市内在住または勤務の成人の方
　【受講料】2,000 円（材料代）　【受講料】2,000 円（材料代）
　【持ち物】園芸はさみ、新聞紙　【持ち物】園芸はさみ、新聞紙
　　【申し込み】11月 14日（土）午前8時 30分から【申し込み】11月 14日（土）午前8時 30分から
　　電話受付　　電話受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館大内分館
　☎ 82-2704  FAX 83-6147  （日・月曜・祝日休）

2015 サンタの贈り物2015 サンタの贈り物

配達ボラ配達ボランティア募集ンティア募集
　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きません
か。「サンタの贈り物」とは、小学 1年生以下のお
子さんがいるお宅に、サンタクロースとしてプレゼ
ントをお届けする事業です。
【実施日】 12 月 24日（木）
　詳細は下記までお問い合わせださい。
【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）

高校生主催のクリスマスイベント
サンタと遊ぼうサンタと遊ぼう

　高校生ボランティアによるイベントで、サンタと
一緒に歌やゲーム、プレゼント配布や記念撮影を行
い楽しく過ごしましょう。
【とき】12月12日（土）午後1時30分～3時（予定）
　※開場・受付は午後 1時から
【ところ】市民会館 小ホール
【対象】市内在住または勤務の方の小学校低学年
　以下のお子さん（兄弟姉妹も参加可）　先着150人
　（子どもの参加者数）※必ず親子でご来場ください。
【参加料】プレゼント代として子ども 1 人につき
　400円（同伴の大人は無料）
【申込方法】11月 13日（金）から 28日
　（土）までに、生涯学習課（市公民館）へ
　参加料をお持ちの上、申し込みください。
【主催】「サンタと遊ぼう」実行委員会
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX 83-4070（日曜・祝日休）

使いやすい年間スケジュール帳　平成28年版使いやすい年間スケジュール帳　平成28年版

「栃木県民手帳」販売中「栃木県民手帳」販売中
「と「とちぎ」に、「あなた」に、身近な一冊ちぎ」に、「あなた」に、身近な一冊
【販売場所】市役所本庁舎西側 売店【仕様】ビニール表紙
【価格】ポケット判（12.4 ㎝× 7.6cm）400 円
　通常判（14.7 ㎝× 8.9cm）500 円
※県内一部コンビニエンスストア、書店、文具店でも販売

【問い合わせ】企画課統計係☎83-8109　FAX83-5896

シニアのためのシニアのための
ヘルシー料理教室ヘルシー料理教室

　鮭のムニエルゆず酢かけ、キャベツのチーズ焼き
カレー仕立て、かき玉スープ、柿とバナナのヨーグ
ルト和えを作ります。
【とき】11月30日（月）　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 50歳以上の方　先着 24人
【参加料】600円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】11月16日（月）午前8時30分から電話受付11月16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

親子料理教室親子料理教室
～おにぎらずを作ってみよう～～おにぎらずを作ってみよう～

【とき】12月13日（日）　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】11月16日（月）午前8時30分から電話受付11月16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

真岡市男女共同参画社会づくり講演会真岡市男女共同参画社会づくり講演会
真岡市PTA連絡協議会・真岡市PTA連絡協議会・

真岡市子ども会育成会連絡協議会合同研修会真岡市子ども会育成会連絡協議会合同研修会

「マスオさんの「マスオさんの
男女共同参画のすすめ」男女共同参画のすすめ」

　全席自由！　入場無料！　どなたでも参加できます！
　国民的アニメ「サザエさん」のマスオさんや「ア
ンパンマン」のジャムおじさんなどの声優としても
おなじみの増岡弘さん。「サザエさん」家族を通して、
日本の理想的な家族のあり方についてお話をいただ
きます。ぜひお越しください。
【とき】11月 29日 ( 日 )
　 午後 6時開場　6時 30分開演
【ところ】市民会館 大ホール
【講師】声優・俳優　増岡 弘 氏
【主催】真岡市・真岡市ＰＴＡ連絡
協議会・真岡市子ども会育成会連
絡協議会　

【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係 
　☎ 82-7151 FAX83-4070

第23回第23回
文化活動資金積立芸能発表会文化活動資金積立芸能発表会
　真岡市文化協会会員が、日本舞踊、民謡、四つ竹
健康おどり、ダンスなどの、日頃の成果を披露しま
す。ぜひお越しください。
【とき】12月 5日（土）　
　午前 9時 30分開場　午前 10時開演
【ところ】市民会館　大ホール
【入場料】300 円（全席自由）
　前売り券は文化課（公民館内）で発売中。
【主催】真岡市文化協会
【申し込み・問い合わせ】
　文化課☎ 83-7731 FAX 83-4070


