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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（スマイル
ボウリングなど）にチャレンジします。
【とき】5月 21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
【対象】市内小学生とその保護者 先着 30組（60人）
【参加料】無料
【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】現在受付中。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
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

    もおかスポーツクラブもおかスポーツクラブ
（総合型地域スポーツクラブ）（総合型地域スポーツクラブ）

会員募集会員募集およびおよび
各種スポーツ教室開催各種スポーツ教室開催

　「もおかスポーツクラブ」では、ただいま会員を
募集しています。
　教室は、誰にでも簡単に楽しくできる種目ですの
で、ぜひご参加ください。
 　陸上教室以外の教室に、小学生以下のお子さま
が参加する際は保護者が同伴してください。

  ◆総合運動公園で開催教室◆◆総合運動公園で開催教室◆
『ウォーキング教室（月 2回）』
【次回教室日】5月 20日（金）午後 7時 30分から
【対象】一般の方
『グラウンドゴルフ教室（月 2回）』
【次回教室日】5月 29日（日）午前 9時から
【対象】小学生～高齢者
『ディスクゴルフ教室（月 1回）』
【次回教室日】5月 15日（日）午前 9時から
【対象】小学生～高齢者
『陸上競技教室』①・②（月 2回）
【対象】① 5、6歳児～小学 3年生 
　②小学 4年生～中学生
　※教室日については下記までお問い合わせください。
『リスランニングチーム』
【対象】障がいのある方
　※教室日については下記までお問い合わせください。
  ◆山前農村環境改善センターで開催教室◆◆山前農村環境改善センターで開催教室◆
『ダンス教室（月 2回）』
【次回教室日】5月 21日（土）午後 2時から
【対象】小学生～高齢者
【申し込み】教室開催日に直接会場へ行くか、また
　は下記へ連絡。各種目とも、年間を通じてお申し
　込みできます。
【その他】「もおかスポーツクラブ」の会員になると、
　各教室何種目でも無料で参加できます。
　→≪年会費≫中学生以下：2,000 円
　　　　　　　高校生以上：3,000 円
　会員にならずに、参加する場合は、参加料が必要です。
　→≪参加料（1回あたり）≫中学生以下：200円
　　　　　　　　　　　  高校生以上：500円
　詳しくは、下記事務局までお問い合わせください。

【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
もおかスポーツクラブ事務局（総合体育館内）
☎ 84-2811  FAX84-6258

第12回栃木県障害者スポーツ大会第12回栃木県障害者スポーツ大会
参 加 選 手 募 集参 加 選 手 募 集

【とき】9月25日（日）　【ところ】栃木県総合運動公園ほか
【募集内容】
　個人競技：陸上競技、卓球、アーチェリー
　（身体障がい者のみ）、フライングディスク、水泳、
　サウンドテーブルテニス（視覚障がい者のみ）
　団体競技：グランドソフトボール（視覚障がい者のみ）、
　車いすバスケットボール（肢体不自由の車いす使
　用者のみ）、ソフトボール（知的障がい者のみ）
【参加資格者】以下のすべてに該当する方
　①平成28年4月1日現在で満12歳以上の身体障
　がい者、または知的障がい者（身体障がい者の方　
　は身体障害者手帳をお持ちの方）②市内在住の方
【申込期間】5月 13日（金）～ 5月 27日（金）
　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）
【申込先】 身体障がい者の方は市社会福祉課障害者福祉係、
　　　　 知的障がい者の方は社会福祉協議会
【問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129 　
　FAX83-8554　社会福祉協議会 ☎82-8844 FAX82-5516

第1回文化財めぐり 第1回文化財めぐり 
真岡市鶏塚古墳出土の埴輪真岡市鶏塚古墳出土の埴輪
「挂甲の武人」「鶏」を訪ねる「挂甲の武人」「鶏」を訪ねる
　「形象埴輪の展開」（平成館）、特別展「黄金のアフガ　「形象埴輪の展開」（平成館）、特別展「黄金のアフガ
ニスタン～守り抜かれたシルクロードの秘宝～」（表慶館）ニスタン～守り抜かれたシルクロードの秘宝～」（表慶館）
【とき】6月 3日（金）※雨天決行
　午前 8時集合・出発（久保講堂南側砂利駐車場）
　午後 5時解散（予定）
【行き先】東京国立博物館（大型バス２台を利用）
【対象】市内在住または勤務の方　80人
　（申込多数の場合は抽選）
【参加料】1,100 円（当日集金）
　※障がい者とその介護者 1名は無料
【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）
　※記入不備は無効になります。
　〈返信表〉郵便番号・住所・氏名を記入
　〈返信裏〉何も記載しないでください。
　〈往信表〉〒 321-4305　真岡市荒町 1201 番地 
　　真岡市教育委員会 文化課 文化財係「第 1回文
　　化財めぐり」担当
　〈往信裏〉①全員の住所、氏名、電話番号、生年
　　月日（年齢） ②障害者手帳をお持ちの方は「障
　　害者手帳あり」と記載 ③市外の方は勤務先を記載
　　5月 20 日（金）消印有効
【その他】昼食は現地でご自由にお取りください。
【申し込み・問い合わせ】教育委員会 文化課文化財係 
　☎ 83-7731 FAX83-4070

●自動車税の納税通知書は届きましたか？
自動車税の納期限は 5/31（火）です。お近くの金融
機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付できます。
また、便利なクレジットカード（Yahoo! 公金支払
い〈別途手数料必要〉）、ペイジー（ネットバンキング
やATM）でも納付ができるようになりました。※コ
ンビニエンスストア、クレジットカード、ペイジーは
土日祝日対応。心体身障がい者の方には、障がいの程
度など一定の要件のもとに減免制度があります。詳し
くは下記までお問い合わせください。【問い合わせ先】
栃木県真岡県税事務所☎ 0285-82-2135
●税務職員募集
【受験資格】①平成 28 年度 4月 1日において高校又
は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して 3
年を経過していない者及び平成 29 年 3 月までに高
校又は中等教育学校卒業見込みの者 ②人事院が上記
①に掲げる者に準ずると認める者【試験日】平成 28
年 9/4（日）【申し込み】♦インターネット申し込
み（ 原 則 ）：http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html6/20（月）～ 6/29（水）〔受信有効〕♦郵送・
持参申し込み：6/20（月）～ 6/22（水）〔6/22（水）
までの通信日付印有効〕【問い合わせ】①インターネッ
ト申し込みに関する問い合せ 人事院人材局試験課☎
03-3581-5311（9:30 ～ 17:00 土・日曜日および祝
日などの休日は除く） ②上記以外の問い合せ 関東甲信
越国税局人事第二課試験係☎ 048-600-3111（8:30
～ 17:00 土・日曜日および祝日などの休日は除く） 

みんなのひろば

市民市民
講座講座   はじめての韓国語  はじめての韓国語

【とき】6月 1日～ 10月 19日　
　午後 7時～ 9時　（毎週水曜日、全 20回）
【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方 40人程度【対象】市内在住または勤務の方 40人程度
【内容】初心者を対象とした簡単な日常会話の習得【内容】初心者を対象とした簡単な日常会話の習得
【受講料】2,160 円（テキスト代）【受講料】2,160 円（テキスト代）
【申込期限】5月 20日（金）まで【申込期限】5月 20日（金）まで
　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）
　※本人のみ受け付けます。　※本人のみ受け付けます。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日・祝日休）

市民市民
講座講座   初心者の英会話  初心者の英会話

【とき】6月 3日～ 10月 28日　
　午後 7時～ 8時 30分　（毎週金曜日、全 20回）
【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方 40人程度【対象】市内在住または勤務の方 40人程度
【内容】初心者を対象とした基本的な日常会話の学習【内容】初心者を対象とした基本的な日常会話の学習
【受講料】2,420 円（テキスト代）【受講料】2,420 円（テキスト代）
【申込期限】5月 20日（金）まで【申込期限】5月 20日（金）まで
　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）
　※本人のみ受け付けます。　※本人のみ受け付けます。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日・祝日休）

市民市民
講座講座 　　刻字講座　　刻字講座
　　板に文字を浮立たせるように彫り、金拍などで仕板に文字を浮立たせるように彫り、金拍などで仕
上げる技法。思い思いの文字を作成します。上げる技法。思い思いの文字を作成します。
【 と き 】6 月 8 日、22 日、7 月 13 日、27 日、
　8 月 10 日、24 日、9 月 7 日　午後 7 時～ 9 時
　（第 2・4水曜日、全 7回）
【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15人【対象】市内在住または勤務の方 先着15人
【受講料】3,500 円【受講料】3,500 円
【持ち物】筆記用具など（彫刻に必要な道具は講師【持ち物】筆記用具など（彫刻に必要な道具は講師
　が用意します）　が用意します）
【申し込み】現在受付中【申し込み】現在受付中
　電話・窓口（午前 8時　30分～午後 5時 15分）・　電話・窓口（午前 8時　30分～午後 5時 15分）・
　FAXで申し込み。　FAXで申し込み。

【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（月・日曜・祝日休）
※FAXの場合は氏名・住所・電話番号・FAX番号、年齢、性別を明記

科学教育センターのご案内科学教育センターのご案内
電波教室「ラジオをつくろう！」電波教室「ラジオをつくろう！」
　電波の話や実験、はんだごてを使いラジオを作ります。
【とき】5月 28日（土）　
　★午前の会　午前 9時～ 11時
　★午後の会　午後 1時 30分～ 3時 30分
　（各回 15分前から受付開始）　
【対象】小学3年生以上（小学4年生以下は保護者同伴)
　※大人の方も申し込み可　各回先着30人
【参加料】無料
【申し込み】5月18日（水）～20日 (金 )【申し込み】5月18日（水）～20日 (金 )電話受付話受付
　（午前8時30分～午後5時15分）　（午前8時30分～午後5時15分）
【申し込み・問い合わせ】
　科学教育センター ☎ 83-6611 FAX83-6211

三つ子の魂育成事業三つ子の魂育成事業
平成28年度平成28年度 子どもフェスティバル 子どもフェスティバル
　手遊び、大型絵本の読み聞かせ、パネルシアター、
親子製作、親子体操などを行います。
【とき】5月28日（土）午前10時30分から（約1時間）
【ところ】第一子育て支援センター ※雨天決行
【対象】就学前の親子　【参加料】無料
【申し込み】事前申込不要。当日、第一子育て支援
　センターへお越しください。
【問い合わせ】第一子育て支援センター 
　☎ 84-1545 （FAX兼用）

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】6月 4日（土）午後2時～ 3時 30分
【ところ】二宮分館 2 階 201 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】5月 13日（金）午前 9時から
　下記窓口および電話で受け付けます。

【問い合わせ】二宮図書館 ☎ 74-0286（月曜日休）

筋力トレーニング教室【男性】筋力トレーニング教室【男性】
　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。
【とき】初級：5月23日（月）、中級：6月27日（月）
　午後 7時～ 8時 30分　
【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男性　先着各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】現在受付中。電話（平日午前 9時～
　午後 5時 15分）・FAX・Eメールで申し込み。

【とき】5月 28日（土）
　①午後 2時から
　②午後 6時 30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】1時間 48分
【出演】橋爪功、吉行和子、西村雅彦
　妻夫木聡ほか
【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　

映画映画「家族はつらいよ」

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。

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070


