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みんなのひろば
●第 4回泉町（荒町二区）趣味の作品展を開催
【とき】9/24（土）、25（日）9:00 ～ 17:00（25 日
は 16:00 まで）【ところ】泉町（荒町二区）公民館【問
い合わせ】泉町公民館長（小松）☎ 83-0532

脳年齢チェック脳年齢チェック
いきいき脳元気教室いきいき脳元気教室

　脳トレゲームや脳トレ体操のほか、食事や口の健
康についての講話など、盛りだくさんのプログラム
です。楽しみながら認知症を予防しましょう。
【とき】10月 4日（火）開始（毎週火曜日、全 12回）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】二宮コミュニティセンター 研修室
【対象】次の 2点を満たす方　先着 20人
　①市内在住の 65歳以上の方で介護保険サービス
　対象外の方 ②初めて参加される方 　
【申込期限】9月 30日（金）まで9月 30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）
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

10 月10 月のの情報センター講座情報センター講座
①Excel2013 基礎講座･･･先着 10 人
【とき】12日（水）～14（金）午後 7時～ 9 時
【対象】マウスの操作、文字入力ができ、ワープロ操作の経験者
【内容】データの入力方法、関数（合計等）、表・グラフ
　の作成、集計、抽出、並べ替え等
②初級パソコン講座･･･先着 10 人
【とき】23日（日）午後1時 30 分～ 5時 30 分
【対象】初歩的な文字入力・マウス操作ができる方
【内容】文字入力、ファイルの保存、ウィンドウ操作等
＜①②共通＞【受講料】無料【申し込み】電話受
付のみ【対象】市内在住または勤務の高校生以上
※館内の修繕工事の都合により、急遽中止や日程が
　変更になる場合があります。
【申し込み・問い合わせ】9/23（金）10:00 ～電話受付
　情報センター ☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

科学の広場科学の広場
 メロディ・ボックスを作ろう メロディ・ボックスを作ろう
　ふたを開けると音楽が流れるメロディ・ボックス
を作ります。
【とき】10月 1日（土）午前9時30分～10時 30分
【対象】小・中学生 先着 24組　（小学 4年生以下
　は保護者同伴）　【参加料】子ども一人 100円
【申し込み】9月 21日（水）・23日（金）
　※ 9月 22日（木）は受付できません。
【問い合わせ】科学教育センター ☎ 83-6611 

鬼怒水辺ふれあい観察会 
赤トンボ赤トンボををつかまえようつかまえよう

【とき】10月 2日（日）
　午前 9時 30分～ 11時 30分　※雨天中止
【ところ】鬼怒水辺観察センター　【参加料】無料
【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）　
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、
　飲み物、虫とり網、虫かご
【申し込み】9月18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）

久保記念観光文化交流館 美術品展示館久保記念観光文化交流館 美術品展示館

第9回企画展第9回企画展「オノサト・トシノブ」「オノサト・トシノブ」
　久保貞次郎が支援したオノサト・トシノブ
の作品を前期と後期に分けて展示します。
【とき】前期：10月 3日（月）まで
　後期：10月20日（木）～11月28日（月）
　※ 10月 6日（木）～ 17日（月）は第 30回真岡
　　市美術展を開催します。
【ところ】久保記念観光文化交流館 　【入館料】無料
【休館日】毎週火曜日、10月 5日（水）、19日（水）
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館 
　☎ 82-2012（FAX兼用）（火曜休み） 

みんなで楽しむみんなで楽しむ
第1回第1回  ショートテニス教室 ショートテニス教室 

【とき】10月 15日（土）午前 10時～正午
【ところ】総合体育館 
【対象】市内小学生以上　先着 30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】9月 21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

第 2回第 2回
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
　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。
【とき】10 月 15 日、29 日、11 月 5 日（土曜日、
　全 3回）　午前 9時～ 11時 30分　
【ところ】井頭公園（自由広場）　
　※雨天時：スポーツ交流館
【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、リュック
　※ポール（ストック）は、事務局で用意します。
【申し込み】9月21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 
FAX・Eﾒー ﾙは氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

秋秋ののこども体操教室こども体操教室
　前まわりや後ろまわりなど体操の基礎を学びま
す。トランポリンを使った楽しい運動もあります。
【とき】10月 29日、11月 12日、19日、26日
　（各土曜日、全 4回） 午後 2時～ 4時
【ところ】総合体育館　
【対象】市内小学生  先着 40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】9月 21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

たくさんのご応募お待ちしています！たくさんのご応募お待ちしています！
健康・育児川柳　大募集健康・育児川柳　大募集
　毎日の子育ての中で感じたこと、
健康にまつわる思い出話、思わず
笑ったエピソード、感動体験など、
育児や健康に関する内容であれば、
テーマは自由です。
【応募資格】市内在住・在勤の方
　（年齢・性別・育児経験の有無等は問いません）
【応募方法】応募用紙（下記窓口で配布・ホームペー
ジでも印刷可）でご応募ください。Eメールも可
【必要事項】①川柳 ②川柳の説明 ③エピソード
　④応募者の情報（住所、氏名、年齢、性別、電話
　番号 ) ⑤ペンネーム（ペンネームでの掲示を希望
　される方のみ記入、記入のない場合は年齢・性別
　のみ掲示） ⑥掲示・広報への掲載の承認有無（承
　認のない場合、掲示は行いません）
【注意事項】川柳の体裁をとり、不快感を与えない
内容であること。「あるある！」「わかる！」と楽
しく思えるような内容であること

【申込期限】10月14日（金）まで
【その他】応募作品は 10月 23日（日）の健康フェ
　スティバル会場（総合福祉保健センター）にて掲
　示し、人気投票を行う予定です。上位作品には粗
　品をお送りします。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康
　☎ 83-8122 FAX83-8619 
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp 

真岡市健康 21プラン推進事業真岡市健康 21プラン推進事業
健康ウォーキング講演会健康ウォーキング講演会
　効果的な運動習慣の身に付け方や、ひざ・腰の痛
みの改善効果がある運動について話を聞き、実践し
てみましょう。
【とき】10月 14日（金）午後２時～３時 45分
　（受付：午後 1時 45分から）　
【ところ】大内農業構造改善センター
【講師】NPO法人ウォーキング研究所 所長　駒崎 優 氏
【持ち物等】動きやすい服装、室内用の靴
【申し込み】下記まで電話またはメールで申し込み
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp

市民市民
講座講座 手ごねパン講座手ごねパン講座
　手ごねパンの基本、動物パン、ちぎりパンの作り
方を学びます。
【とき】《土曜日コース》10月 22日、11月 5日、26日
　（全 3回）午後 1時 30分～ 4時午後 1時 30分～ 4時　
《水曜日コース》11月 2日、16日、30日
　午前 10時～ 12時 30分　（全 3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　各コース15人【対象】市内在住または勤務の方　各コース15人
　（申し込み多数の場合は抽選）　　（申し込み多数の場合は抽選）　
【受講料】2,000 円（3回分）【受講料】2,000 円（3回分）
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、筆記用具【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、筆記用具
【申し込み】9月 16日（金）～ 21日（水）【申し込み】9月 16日（金）～ 21日（水）下記窓口、窓口、
　　電話（午前 8時 30分～午後 5時 15分）、ＦＡＸ電話（午前 8時 30分～午後 5時 15分）、ＦＡＸ
　　で受付で受付
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781  FAX 84-6936  （日・月曜・祝日休）

　ご家庭で用意したプレゼントをサンタクロースが
届ける事業の企画・運営を行います。
【対象】市内在住・勤務の 18歳～ 35歳
　の方（高校生は不可）
【申込期間】9月9日（金）～21日（水）
　下記窓口・電話・FAX・Eメールで申
　し込み
※第 1回実行委員会は 9月 22 日（木）午前 10 時
　から公民館第 1会議室で開催されます。

【申し込み・問い合わせ】　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX 83-4070（日曜 ･祝日休）
　Eメール  gakusyuu@city.moka.lg.jp

　サンタの贈り物 20 1 6    
  実行委員募集  実行委員募集

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室 
秋のカエルとヘビを観察しよう秋のカエルとヘビを観察しよう
【とき】9月25日（日）午前9時30分～11時30分
【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 20人　【参加料】無料　
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、長靴、帽子
【申し込み】現在受付中
【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）

チケット好評発売中！チケット好評発売中！
真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

反田恭平ピアノリサイタル反田恭平ピアノリサイタル
【とき】11月 5日（土）　
　午後 2時開演　午後 1時 30分開場
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】《一般》前売り 2,000 円、
　当日 2,200 円
　（Ｈ 28年真岡市芸術鑑賞会員は　
　会館購入の場合 500円引き）
　《学生（小・中・高）》前売り当日共 1,000 円
　※全席自由　※未就学児入場不可　
【プレイガイド】　市民会館（文化課）窓口 ☎ 83-
　7731(8:30 ～ 17:15、日・月・祝日休み）ほか

【問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）
　クラシックもおか事務局☎0285-75-1688（担当：柳）

《反田恭平》
高校生の時に、第 81回日本音楽コンクール第 1
位受賞。デビューリサイタルはサントリーホール
の 2000 席が完売するなど、今、最も注目されて
いる 22歳、新進気鋭のピアニストです。

申込期間延長申込期間延長
「ちゃれんじ 60   歩こうか 真岡」「ちゃれんじ 60   歩こうか 真岡」

参加者再募集参加者再募集
　健康のためにウォーキングを習慣にしましょうと
いう事業です。みんなで歩いて健康になりましょう。
【期間】開始日より 100日
【対象】市内在住の方(家族・グループでの参加も可)
【内容】期間中に 1日 1,000 歩以上のウォーキング
　を 60 日以上実施し、「ウォーキング記録票」等
　に記入します。60日以上達成し、記録票を提出
した方に、達成賞としてコットベリー・もおか
ぴょんのオリジナルタオルを贈呈します。

【申込期限】9月30日（金）※郵送の場合、消印有効
　所定の申込用紙 (健康増進課と二宮支所窓口に　
　用意。ホームページからも印刷可）に記入し、下
　記窓口まで申し込みください。電話でも可能です。
　申し込まれた方に、「ウォーキング記録票」等を
　お渡しします。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191番地
　健康増進課成人健康係　☎83-8122 FAX83-8619
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp


