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第 43 回第 43 回
市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』市民芸術鑑賞 『美術館めぐり』
【とき】5月 16日（月）
　午前 7時 30分出発（市民会館前）
　午後5時帰着予定（久保講堂南側駐車場）
【行き先】東京都美術館「生誕 300年記念 若冲展」
【対象】市内在住の方　80人（申込多数の場合は抽選）
【参加料】入館料：一般1,300円、65歳以上800円（当日集金）
 　障害者手帳等をお持ちの方と介助者の方は無料
【申込方法】
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
参加者全員の住所・氏名・生年月日・電話番号（お
持ちの方は携帯電話の番号）を記入（障害者手帳
をお持ちの方は「障害者手帳あり」　と記入）、返
信用はがきに代表者の郵便番号・住所・氏名を記
入し、下記申込先へ郵送してください。

　4月 22 日（金）消印有効
　（抽選結果を返信はがきで通知します）
【その他】混雑が予想されるため、昼食をご持参く
ださい。（美術館内で昼食はとれません。晴天時
は上野公園、雨天時はバス内で昼食をとります。）

　また、駐車場から美術館まで 10分ほど歩きます
ので、歩きやすい靴でご参加ください。

【主催】真岡市教育委員会
【申込先・問い合わせ】真岡市教育委員会文化課文化振興係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731　FAX83-4070

【とき】4月 23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 10分
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500 円
　※ H28 芸術鑑賞会会員 無料　
　※全席自由　※チケットは当日でも購入可　
【出演】吉永小百合、二宮和也、黒木華、浅野忠信ほか

 【申し込み・問い合わせ】文化課
　☎ 83-7731  FAX 83-4070（日・月曜・祝日休）

映画映画 「母と暮らせば」

市民市民
講座講座

英語で遊ぼう英語で遊ぼう
クリスとABC（前期）クリスとABC（前期）

【とき】5月 14日、21日、28日、6月 4日、11日
　(各土曜日、全 5回）　午前 10時～ 11時
【ところ】市公民館・スポーツ交流館【ところ】市公民館・スポーツ交流館
【対象】市内在住の平成 22年 4月2日～平成 24 年【対象】市内在住の平成 22年 4月2日～平成 24 年
4月1日生まれの幼児とその保護者　4月1日生まれの幼児とその保護者　
　定員20 組（定員を超えた場合は抽選となります）　定員20 組（定員を超えた場合は抽選となります）
【受講料】無料【受講料】無料
【内容】英語での絵本の読み聞かせ、歌やゲーム、【内容】英語での絵本の読み聞かせ、歌やゲーム、
簡単な日常会話の習得簡単な日常会話の習得

【申し込み】4月15日（金）～4月30日（土）【申し込み】4月15日（金）～4月30日（土）
　電話受付（午前8時30分～午後5時15分）　電話受付（午前8時30分～午後5時15分）
　※後期は 9月に開講予定です。　※後期は 9月に開講予定です。

春のスポーツ吹き矢教室春のスポーツ吹き矢教室
　スポーツ吹き矢は精神力や集中力を高めるととも
に、スポーツ吹き矢式呼吸法が健康に効果があると
いわれています。プレイを楽しみながら、健康づく
りをしませんか。
【とき】5月 14日、21日、28日、6月 4日
　（毎週土曜日、全 4回）午後 7時～ 9時
【ところ】武道体育館 2階アリーナ
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着16人
【持ち物等】運動できる服装、体育館シューズ、タオル、
飲み物　【参加料】無料

【申し込み】4月 20日（水）受付開始。
　電話（平日午前 9時～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、性別を明記

第16回全国障害者スポーツ大会第16回全国障害者スポーツ大会
（希望郷いわて大会）派遣選手の募集（希望郷いわて大会）派遣選手の募集
【とき】10月 22日（土）～ 24日（月）
【ところ】岩手県
【募集内容】陸上競技、水泳、フライングディスク、
　アーチェリー（身体障がい者のみ）、卓球、ボウ
　リング（知的障がい者のみ）
【応募資格者】以下のすべてに該当する方
①平成 28年 4月 1日現在で 13歳以上の身体障が
い者または知的障がい者 ②栃木県内に現住所を有
する方。または栃木県外に住所を有し、栃木県に所
在する施設や学校等に入所・通所・通学している方 
③原則として第 11 回栃木県障害者スポーツ大会
（平成 27年 9月実施）に出場した方 ④強化練習会
等の行事（5回）に全日程参加できる方 ⑤栃木県
選手団の一員として集団生活・行動が行える方

【申し込み】障害者福祉施設を利用されている方、特
　別支援学校等に在学されている方、栃木県手をつな
　ぐ育成会に加入されている方は各所属先、在宅の方
　は市社会福祉課障害者福祉係へ申し込み。
【申込期間】4月 18日（月）～ 5月 13日（金）
【申し込み・問い合わせ】
　社会福祉課障害者福祉係 ☎83-8129 FAX83-8554
　栃木県障害者スポーツ協会☎028-624-2761（FAX兼）

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】5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】4月 20日（水）受付開始。
　電話（平日午前 9時～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、性別を明記

　　 ～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】5月 14日（土）
　午前9時30分～11時30分（開始5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】赤ちゃんのお風呂体験、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】4/22（金）9:00～電話受付
健康増進課母子健康係 ☎83-8121 FAX83-8619

市民市民
講座講座 シニアタブレット講座シニアタブレット講座
　タブレット型コンピュータに親しみ、インター
ネットやナビ機能等の使用ができるように支援する
とともに、シニア世代の方々がインターネットで井
戸端会議等ができることを目的とし、開催します。
【とき】5月16日、23日、30日、6月6日（各月曜日）
　午前の部：午前10時～正午（全4回）
　午後の部：午後1時30分～3時30分（全4回）
　※各部ごとに受講者を募集します。
【ところ】市公民館【ところ】市公民館
【対象】市内在住または勤務の 65歳以上の方　【対象】市内在住または勤務の 65歳以上の方　
　定員15人（定員を超えた場合は抽選となります。）　定員15人（定員を超えた場合は抽選となります。）
【受講料】1,200 円（テキスト代等）【受講料】1,200 円（テキスト代等）
【申し込み】4月 15日 ( 金 ) ～ 4月 30日（土）【申し込み】4月 15日 ( 金 ) ～ 4月 30日（土）
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　受講希望者本人が申し込みください。　受講希望者本人が申し込みください。
　※タブレットは開催側で用意したものを使用　※タブレットは開催側で用意したものを使用
【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）

手話奉仕員養成講習会手話奉仕員養成講習会
受講者募集受講者募集

【とき】平成 28年 5月 12日～平成 29年 3月 9日
のうち毎週木曜日　午後 7時～ 9時

　（祝日および年末は休講）
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】手話を学ぶことに意欲・関心があり、講習
会終了後は市内での活動により、聴覚障がい者を
理解し交流を深めることを望む方　先着 20人

【受講料】3,240 円（テキスト代）
【申し込み】下記窓口に備え付けの申込用紙を記入
　の上、受講料を添えて申し込みください。
【申込期限】4月 28日（金）
【注意】3日を超えて欠席した場合には、修了証書
　を交付できません。
【申し込み・問い合わせ】
　社会福祉協議会  ☎ 82-8844  FAX 82-5516

市民市民
講座講座 エコクラフト講座エコクラフト講座
　紙ひもで買い物かごを作ります。
【とき】5月18日、25日、6月1日、8日、15日
　（各水曜日、全 5回）午後 7時～ 9時
　※5回で一つのコースです。　※5回で一つのコースです。
【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 30人【対象】市内在住または勤務の方　定員 30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】1作品700 円程度【受講料】1作品700 円程度
【持ち物】ハサミ、タオル、メジャー（巻尺）、洗濯【持ち物】ハサミ、タオル、メジャー（巻尺）、洗濯
ばさみ10 個、筆記用具ばさみ10 個、筆記用具

【申し込み】4月15日(金)～23日（土）【申し込み】4月15日(金)～23日（土）
　　電話または FAX、窓口で受付（午前 8時 30 分電話または FAX、窓口で受付（午前 8時 30 分
～午後 5時 15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）

科学教育センターからのお知らせ科学教育センターからのお知らせ
夏休み特別公開（団体専用期間）夏休み特別公開（団体専用期間）
【とき】7月 26日（火）～ 7月 30日（土）
　①午前 9時～ 10時 30分　②午前 10時 30分～正午
　③午後 1時 30分～ 3時
　（※①～③のいずれかを選択）
【内容】プラネタリウム観覧、もの
づくり教室など（詳細は要相談）

【申込期間】4月 25日（月）～（先着順）
※人数・時間などにより、他団体と相席になる場
合があります。あらかじめご了承ください。

【申し込み・問い合わせ】
　科学教育センター ☎ 83-6611 

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
  豆本をつくろう豆本をつくろう

　手のひらサイズの本を作ります。
【とき】5月 7日（土）午後2時～ 3時 30分
【ところ】真岡市立図書館 2 階会議室
【対象】小学生以上の方　先着 10人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【申し込み】4月 15日（金）午前 9時～
　下記窓口及び電話で受け付けます。

  第 5 回 読書週間ブックラリー第 5回 読書週間ブックラリー
たくさん読んだで賞 この本よんだよ！たくさん読んだで賞 この本よんだよ！
　カウンターで受け取った冊子に読んだ本の感想を
書いて図書館までお持ちください。ブックラリー達
成で賞状と景品を贈呈します。
【期間】4月 23日（土）～5月 12日（木）
　※冊子がなくなり次第、終了となります。
【ところ】◆冊子の配布…真岡市立図書館・二宮図
書館・西分館図書室

　◆賞状・景品の授与…真岡市立図書館、二宮図書館
　※ 4月 23日（土）から賞状・景品の授与
【対象】　小学生以上
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/（月曜日休）

すこやか赤ちゃん教室
【とき】5月 12日（木）午前 10時～ 11時 15分
　（開始 5分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成28年 2月生まれの乳児と
　その保護者　先着 15組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「産後のママの体
　のケア」ほか
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】4月 22日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121  FAX83-8619

平成 28年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中です。
詳しくは下記までお問い合わせください。

　　健康に関することで気になること・誰かに聞いて健康に関することで気になること・誰かに聞いて
もらいたいことなど気軽にご利用ください。保健師・もらいたいことなど気軽にご利用ください。保健師・
看護師がいつでも相談に応じます。看護師がいつでも相談に応じます。
【健康相談のできる時間】①原則として年末年始以外【健康相談のできる時間】①原則として年末年始以外
　の毎日 ②午前 10時～午後 3時　の毎日 ②午前 10時～午後 3時
【相談できる主な内容】◆体や病気に関する不安や心【相談できる主な内容】◆体や病気に関する不安や心
　配ごと　◆子育てに関する悩み　◆健診の結果の　配ごと　◆子育てに関する悩み　◆健診の結果の
　見方など　見方など
　※無料で血圧計と歩数計の貸し出し（2週間以内）　※無料で血圧計と歩数計の貸し出し（2週間以内）
　　も行います。　　も行います。
【問い合わせ】ほっとステーション駅前館
　☎ 080-9990-3998
　健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

「まちなか保健室ほっとステーション「まちなか保健室ほっとステーション
駅前館」駅前館」でで毎日毎日健康相談健康相談ができますができます


