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市民市民
講座講座 朗読・ボイストレーニング朗読・ボイストレーニング
　初心者向けに『魅力のある声とことばを目指して』
をテーマに学習します。
【とき】5月 10日、17日、24日、31日、
　6月 7日、21日（各火曜日、全 6回）
　午後 1時 30分～ 3時　午後 1時 30分～ 3時
【ところ】青年女性会館 会議室　【受講料】無料【ところ】青年女性会館 会議室　【受講料】無料
【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員20人【対象】市内在住または勤務の成人の方　定員20人
　　（定員超えの場合は抽選します）（定員超えの場合は抽選します）
【申し込み】4月 8日（金）～ 28日 ( 木 )【申し込み】4月 8日（金）～ 28日 ( 木 )
　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）

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
林家木久扇＆三遊亭小遊三林家木久扇＆三遊亭小遊三

落語二人会落語二人会
【とき】6月25日（土）　
　午後2時開演　1時30分開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席指定 S席 2,500 円、A席 2,000 円
　（前売り・当日とも）
　※真岡市芸術鑑賞会会員500円引（会館販売分に限る）
【チケット発売日】
　4月9日（土）午前9時から（電話予約は午後1時から）
【入場券発売所】
　市民会館（文化課）窓口 ☎83-7731(8:30～17:15）
㈲暮田商会 ☎82-2611　㈲えびはら ☎74-0075
　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　とちぎイベント駅チケ販
http://station.waiwaibox.jp/

【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）

平成 28年度平成 28年度
ノルディックウォーキング教室ノルディックウォーキング教室
　ノルディックウォーキングは、２本のポール（ス
トック）を使って歩行運動を補助し、エクササイズ
効果をアップします。「ウォーキング以上、ランニ
ング未満」を求めている方、毎日のウォーキングに
マンネリを感じている方、是非、ご参加下さい。
【とき】5月 7日、21日、6月 4日
　（各土曜日・全 3回）　午前 9時～ 11時 30分　
　※雨天時：スポーツ交流館
【ところ】井頭公園
【対象】市内在住在勤の一般男女　先着 20人
【参加費】無料
【持ち物等】運動できる服装、タオル、飲み物
　※ポール（ストック）は、事務局で用意します。
【申し込み】4月 13日（水）受付開始。
　電話（平日午前 9時～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 

筋力トレーニング教室【女性】筋力トレーニング教室【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】初級：5月9日（月）　中級：6月13日（月）
　両日とも午後 7時～ 8時 30分
　※初級のみ・中級のみの参加も可能です。
【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、体育館
　シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】4月 13日（水）受付開始
　電話（平日午前 9時～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

真岡市子ども未来育成事業真岡市子ども未来育成事業

ジュニア音楽教室 参加者募集ジュニア音楽教室 参加者募集
【とき】5月から翌年3月までの土曜日、または日曜日
　の午後（全 12回）
【ところ】市民会館または青年女性会館
【対象】真岡市在住の小学 3年生から高校生
【各教室の詳細】
①ヴァイオリン教室（初級）　定員：20人（レンタ
ルとして 20台準備、個人所有者は別枠）

②ヴァイオリン教室（合奏）　定員：20人（原則と
して個人所有に限る。応募状況によりレンタル可）

③邦楽（琴）教室（初級・合奏）　定員：各 15人（レ
ンタルとして 15台準備、個人所有者は別枠）

【費用】楽器レンタルの場合
　■ヴァイオリン　約18,000円（楽器レンタル料、教材ほか）
■琴　約 18,000 円（楽器レンタル料、爪代ほか）
　※上記参加費は初級の方で楽器をレンタルする場
　合の目安の金額です。楽器や消耗品などをお持
　ちの方はその費用を除いた金額になります。

　　（参考）ヴァイオリンレンタル：5,200 円
　　　　　 琴レンタル：14,256 円
【講師】ヴァイオリン：武蔵野音楽大学　大学院生等
琴：沢井筝曲院（和久 文子教授ほか）

【申込期限】4月 22日（金）まで
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

市民市民
講座講座

ハーブを楽しもうハーブを楽しもう
ハーブいろいろ講座ハーブいろいろ講座

　ハーブの種類や効果、家庭でも気軽に栽培できる
方法とハーブを使った小物や料理、お菓子作りを行
い、誰でも楽しめる活用法を学びます。
【とき】5月12日、5月26日、6月 19日、6月23日、
　7月 7日、21日（全 6回）
　午前10時～正午　※6/19のみハーブ園で現地講習
【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　定員25人【対象】市内在住または勤務の方　定員25人
　（定員超えの場合は抽選します）　（定員超えの場合は抽選します）
【受講料】3,500 円（調理実習、小物材料代等）【受講料】3,500 円（調理実習、小物材料代等）
【申し込み】4月8日(金)～4月14日（木）電話または【申し込み】4月8日(金)～4月14日（木）電話または
　　FAX、窓口で受付（午前8時30分～午後5時15分）FAX、窓口で受付（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）

根本山しぜん体験教室 
水辺水辺のの生き物生き物ををすくってみようすくってみよう

in 鬼怒水辺観察センターin 鬼怒水辺観察センター
　メダカ、オタマジャクシ、トンボの幼虫など、鬼
怒水辺観察緑地の水路や池で水辺の生き物を、網で
すくって観察します。
【とき】4月24日（日）午前9時30分～11時30分
【ところ】鬼怒水辺観察センター　※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　【参加料】無料
【持ち物等】動きやすくて濡れても良い服装、長靴、
　帽子、たも網、タオル、バケツまたは水槽
【申し込み】4月10日（日）から電話受付
　(午前 8時 30分～午後 5時 )
【申し込み・問い合わせ】　根本山自然観察センター 
　☎83-6280 FAX83-4624(月曜・祝日の翌日休み）

平成 28 年度
点字講習会受講者募集点字講習会受講者募集

【とき】平成28年 4月 17日～平成29年 3月 19日
のうち毎月第 1・3日曜日　午前 10時～正午
　ただし、5月および 1月は第 2・4日曜日
【ところ】総合福祉保健センター 心配ごと相談室
【対象】市内での活動を通じ、視覚障がい者を理解
し、交流を深めることを望む方　先着 10人

【受講料】無料
【申し込み】下記へ電話で申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
　社会福祉協議会  ☎ 82-8844  FAX 82-5516

4 月4月のの結婚相談会結婚相談会
【とき】23日（土）午前10 時～11時
【ところ】青年女性会館1階研修室女性室
【対象】市内在住の方、真岡市へ嫁ぎたい方
【持ち物】写真（全身タテ 11cm×ヨコ 9cm以内）、
　印鑑、身分を証明するもの　【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポーターセンター ☎83-1234 

第 55回民謡発表会第 55 回民謡発表会
　真岡民謡連合会会員による民謡・民舞の発表会で
す。代々受け継がれてきた「日本のこころ」に触れ
てみませんか。
【とき】4月 16日（土）午前10時から
　（午前9時 30分開場）
【ところ】市民会館大ホール　【入場料】無料
【主催】真岡民謡連合会
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX83-4070

　　      キラリ！充実 仲間づくりキラリ！充実 仲間づくり

　     女性学級生を募集　     女性学級生を募集
【内容】料理教室や教養講話など、各地区オリジナル
　の内容で、学級生が学習計画を作成し運営します。
【対象】市内在住または勤務の女性  各地区先着 50人
【申し込み】各地区とも 4月 12 日（火）から電話
　で申し込みください。
学級名 申し込み・問い合わせ

真岡地区 生涯学習課
（市公民館） ☎ 82-7151

真岡西地区 真岡西分館 ☎ 84-6781
山前地区 山前分館 ☎ 82-2802
大内地区 大内分館 ☎ 82-2704 
中村地区 中村分館 ☎ 82-2902
二宮地区 二宮分館 ☎ 74-0107

※生涯学習課（市公民館）…日曜・祝日休館
　各分館 …日・月曜・祝日休館

平成28 年度戦没者慰霊祭開催
地区 とき ところ  ※（  ）内は雨天時
山前
地区

4月 18日（月）
午前 10時～

山前小学校内忠霊塔前
（山前農村環境改善センター体育館）

大内
地区

4月 18日（月）
午後1時 30分～

大内資料館敷地内忠魂碑前
（大内農業構造改善センター体育館）

真岡
地区

4月 19日（火）
午前 10時～

真岡市城山公園敷地内忠魂碑前
（真岡市付属体育館）

中村
地区

4月 19日（火）
午後1時 30分～

中村小学校内忠魂碑前
（中村農村環境改善センター体育館）

二宮
地区

4月 20日（水）
午後1時 30分～ 生涯学習館 多目的ホール

ご来場の際は「戦没者慰霊祭案内通知」を持参ください。
【問い合わせ】
　社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943 FAX83-8554

春のワークショップ
シャボン玉版画をつくろうシャボン玉版画をつくろう
　シャボン玉の泡に絵の具で色を付け、画用紙に写
して模様を作ります。偶然が生み出す美しさを体験
しながら、自分だけの作品を作ります。
【とき】4月 10日（日）午後1時～ 3時
【ところ】久保記念観光文化交流館 まちづくりセンター2階
【対象】5 歳～大人の方　定員 10 組程度
　（小学生以下は保護者同伴）
【講師】文化課 嘱託学芸員　【参加料】無料
【持ち物等】汚れても良い服装
【申し込み】事前申し込みは不要。当日、会場にて
　時間内に随時受け付けします。
【問い合わせ】
　文化課文化振興係 ☎ 83-7731  

高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌のの予防接種予防接種
をを無料で受けられます無料で受けられます

　今年度、肺炎球菌ワクチンの予防接種を無料で受
けられる方は下記のとおりです。対象の方には、4
月中に市から通知を発送します。説明書をお読みい
ただき、内容を十分に理解した上でかかりつけ医に
予約して予防接種を受けてください。
【対象】①平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31
日の間に、65 歳・70 歳・75 歳・80 歳・85 歳・
90歳・95歳・100歳になる方
　② 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓・腎臓・呼
吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能に障害のある方（身体障害者手帳 1級程度）
【実施期間】平成28年4月1日～平成29年3月31日
※過去に一度でも肺炎球菌ワクチンを接種された
方は対象となりません。ただし、過去の接種から
5年を経過し、再接種を希望する場合は、市から
5,000 円の助成を受けられます。
【問い合わせ】
　健康増進課健康支援係☎81-6946　FAX83-8619

みんなのひろば
●RIS FES 2016（リスフェス）開催
　ROCKの力で新しい真岡の未来を創造するというコ
ンセプトのもと、真岡の若者にロックの力を体感しても
らうとともに、彼らが真岡から世界へ活躍できるような
一つのチャンスとなれるよう開催します。【とき】4/17
（日）11:00～ 18:00【ところ】真岡市ふれあいリス村（真
岡市東郷755）【出演者】The Syamisenist、Hi-ENE、
Blue Radish、2nd mark/D-T/、RAF/tobari ほか【入
場料】700円（前売り・当日）【主催】スピードキング【問
い合わせ】☎ 0285-84-2277、Eメール：info@risu-
fes.rocks、ホームページhttp://risu-fes.rocks


