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介護予防いきいき体操教室介護予防いきいき体操教室
　ボールを使用した運動やストレッチ等によって、
介護予防に取り組む教室です。
【とき】平成 28年 1月 13日（水）～ 3月 30日（水）
　（各水曜日、全 12回）午前 10時 30分～正午
【会場】真岡井頭温泉（送迎はありません。各自お
越しください。）

【内容】マットやボールを使ったストレッチ等
【対象】以下の条件を全て満たす方　定員 15人
① 65歳以上で、介護保険サービス対象外の方　
②主治医の了解が得られる方（診断書等は不要）
③筋力の衰えを予防、改善したい方
④本プログラムに初めて参加する方

【参加方法】
　①電話で福祉課に申し込む
　②福祉課から送られた申込用紙に記入し、窓口に
　持参する（窓口持参時に、簡単な聞き取りあり） 
③受講決定通知を受け、参加する

【申し込み】12月 25日（金）までに電話受付
【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 FAX83-6335

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

グラウンドゴルフ教室グラウンドゴルフ教室
【とき】平成 28年 1月 9日（土）　
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1年生～高齢者の方　先着30人
（小学生が参加する場合は、必ず保護者の方が一緒
にご参加ください）

【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】1月 7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
お正月飾りを作ろうお正月飾りを作ろう

　雑木林で自然素材の材料を拾って、お正月に使え
るすてきな飾り物を作ります。
【とき】12月 23日（水・祝）午前9時 30分～正午
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止
【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】野外を歩きやすい服装、帽子、ビニー
ル袋、筆記用具、定規、ハサミ、色鉛筆、木工用
ボンド、ピンセット、お手拭き

【申し込み】12月12日（土）午前8時30分から【申し込み】12月12日（土）午前8時30分から電話受付話受付

【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）

第 38 回 こらぼ茶話第 38 回 こらぼ茶話
身近に住む野鳥を観察してみましょう身近に住む野鳥を観察してみましょう
あなたのとなりの小鳥たちあなたのとなりの小鳥たち

【とき】12 月 13 日（日）午前 9時 30分～正午
【集合場所】市公民館二宮分館 202 会議室 
【対象】野鳥に関心のある方 15 人程度（親子での
　参加も大歓迎です）
【講師】日本野鳥の会栃木　高松建比古 氏
【参加料】200円
【持ち物等】屋外活動ができる暖かい格好、観察機材
　（双眼鏡・図鑑）
　※観察機材の貸し出しも行います。申し込み時に
　　お伝えください。
【その他】雨天時は室内での講話となります。
【申し込み】電話または窓口でお申し込みください。

【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

栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校
公開授業公開授業をを開催開催しますします

【とき】12月17日（木）午前9時30分から受付
　午前 9時 50分から自由参観
【ところ】栃木県立益子特別支援学校
　※校舎南側に駐車してください。
◆小学部公開授業：通常の学習
　日頃の授業の様子をご覧ください。
◆中学部公開授業：クリスマスコンサート
　心を込めた演奏をお聴きください。
◆高等部公開授業：農業・工業作業学習
　社会人を目指し、知識や技能を身につける学習を
　しています。
【問い合わせ】栃木県立益子特別支援学校
　（益子町七井 3650）☎ 72-4915
　真岡市教育委員会 ☎ 83-8181 FAX83-8080 

みんなで楽しむみんなで楽しむ
第3回第3回  ショートテニス教室 ショートテニス教室 

【とき】平成28年 1月 16日（土）
午後1時30分～3時 30分

【ところ】総合体育館
【参加料】無料
【対象】市内小学生以上　先着 30人
【持ち物等】運動のできる服装、
体育館シューズ、タオル、飲み物

【申し込み】12月 16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（学年）を明記

冬も元気に！冬も元気に！
わんぱく親子スポーツ教室 わんぱく親子スポーツ教室 
　親子でトランポリンやニュースポーツ（スポーツ
吹矢など）にチャレンジします。
【とき】平成 28年 1月 16日（土）
　午前 9時～正午
　※ 1回のみの教室となります
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内小学生とその保護者 先着 30組（60人）
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、
　タオル、飲み物
【申し込み】12月 16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。

　　
みんなのひろば

●第70回 台町寄席～「台町寄席」ザ・ファイナル～
【とき】12/20（日）13:00 ～ 16:00【ところ】好文
堂書店内（台町：城山公園通り）イベントスペース「好
文亭」【入場料】無料【主催・出演】冗談法人「真岡
落語研究会」
●コラボーレもおかにて油絵展開催
　シルバー大学校同窓会真岡支部 33期生の若林善子
さんの油絵展を開催します。【期間】12/15（火）～平
成 28年 1/17（日）【ところ】二宮コミュニティセン
ター2階 真岡市市民活動推進センターコラボーレもお
か【問い合わせ】コラボーレもおか☎81-5522
●真岡共同高等産業技術学校 平成28年度入校生募集
　建築に関する技能修得、技術向上を目指して職業訓
練を行っています。新規学卒者をはじめ、現在事業所
で働いている方、男女・経験を問わず入校生を広く募
集しています。気軽にご相談ください。【募集学科】①
木造建築科（定員 15人・期間 3年間）入校資格：義
務教育修了以上・年齢制限なし、授業内容：建築の基
礎知識、大工技能実習など ②建築設計科（定員10人・
期間2年間）入校資格：高校卒業以上・年齢制限なし、
授業内容：建築の基礎知識・住宅の設計製図演習など【募
集期間】平成 28年 1月～ 3月【入校時期】平成 28
年 4月【入学金】5,000 円【授業料】年額 60,000 円
【授業日】毎週土曜日 午後 1時から【申し込み・問い
合わせ】真岡共同高等産業技術学校 （真岡市八條106-
1）☎ 83-3201（火曜～土曜、9:00～ 16:00）

第39回第 39 回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】12月13日（日）午前8時～11時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475番地）
【内容】
　・1,000 円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
（数量限定）

　・市場特製イカ入り焼きソバ
　・豆腐、ガンモなどの手作り品販売
＜今月の目玉商品＞
　・新鮮野菜、旬のみかん、りんご大特価
　・人気の銀鮭、生イカ、もろ、カキの特売
　・北海道産特大ジャガバター
　安心・安全な商品をご提供いたしますので、大勢
の皆さまのご来場をお待ちしております。
【問い合わせ】公設芳賀地方卸売市場協力会
　☎82-8585 FAX 84-0225

◆図書館にサンタがやってくる◆◆図書館にサンタがやってくる◆
（市立図書館）（市立図書館）

【とき】12月 25日（金）
☆写真撮影会　午前10時～正午、午後2時～４時
☆読み聞かせ　午後 3時～

【ところ】市立図書館
【内容】サンタさんとの写真撮影会＆
スタッフによる読み聞かせ

◆図書館にサンタがやってくる◆
（二宮図書館）（二宮図書館）

【とき】12月 23日（水）
☆写真撮影会　午前 10時～正午
☆読み聞かせ　午前 10時 30分～

【ところ】二宮図書館
【内容】サンタさんとの写真撮影会＆スタッフによる
読み聞かせ

◆新春！かるた大会◆◆新春！かるた大会◆
（市立図書館）（市立図書館）

百人一首や栃木かるたで遊びます。年齢は問いません。
【とき】平成 28年 1月 6日（水）午後 2時～
【ところ】市立図書館 2 階会議室
【定員】先着 20人　【参加料】無料
【申し込み】12月 11日（金）受付開始

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
年末年始は12/29（火）～1/3（日）まで休館。 

12/28（月）と1月4（月）は通常通りの休館日です。
【問い合わせ】図書館☎84-6151 二宮図書館☎74-0286
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

図書館イベント図書館イベント

午

＆＆＆＆＆＆＆＆＆

検診は簡単！ 2日分を採便し提出検診は簡単！ 2日分を採便し提出
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券

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

　次の年齢の方は、クーポンの利用で1回に限り真岡
市で実施する大腸がん検診の自己負担が無料になりま
す。対象者には5月に無料クーポンをお送りしました。
無料で受けられるこの機会にぜひお申し込みください。
【対象者】クーポン券対象者のみ
　◆昭和 49年 4月 2日～昭和 50年 4月 1日生
　◆昭和 44年 4月 2日～昭和 45年 4月 1日生
　◆昭和 39年 4月 2日～昭和 40年 4月 1日生
　◆昭和 34年 4月 2日～昭和 35年 4月 1日生
　◆昭和 29年 4月 2日～昭和 30年 4月 1日生
【受診方法】下記窓口へ申し込みください。検査容
　器を郵送します。お送りした検査容器に２日分の
便を取って提出するだけの簡単な検査です。
【検査容器の受付日・ところ】
①健康増進課：午前8時30分～正午、午後1時～4時
12月 16日（水）、24日（木）
1月 6日（水）、13日（水）、20日（水）、27日（水）
2月 3日（水）、17日（水）、24日（水）
②二宮コミュニティセンター：午後1時～1時30分
1月 13日（水） 2月 4日（木）

第3回第3回クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
参加者募集参加者募集

【とき】平成28年1月15日（金）午後6時30分～8時
【ところ】市民会館 小ホール
【定員】300人※下記窓口で整理券を配布しています。
【演題】「声の持つ様式美～ベルカント唱法って？～」
【講師】片岡 真理 氏　【参加料】無料
【申し込み・問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731　FAX83-4070

市民市民
講座講座 初めてのつるし飾り講座初めてのつるし飾り講座
　一連飾りを作ります。
【とき】平成 28年 1月 9日、16日、23日（各土曜日・
　全 3回）午後 1時 30分～ 3時 30分午後 1時 30分～ 3時 30分
【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【対象】市内在住または勤務の方
　先着 15人　先着 15人
【受講料】1作品 1,700 円程度（材料代）【受講料】1作品 1,700 円程度（材料代）
【持ち物】裁縫道具【持ち物】裁縫道具
【申し込み】12月 15 日（火）から【申し込み】12月 15 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  FAX 84-6936  （月・日曜・祝日休）


