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みて、きいて、やってみるみて、きいて、やってみる
生涯学習フェスティバル生涯学習フェスティバル  
～ 初心者向けの一日体験講座 ～～ 初心者向けの一日体験講座 ～

【会場】市公民館 　
【対象】市内在住または勤務の成人の方（複数申込可、
　各講座とも定員を超えた場合は抽選）
【申し込み】各講座の申込期間内に、下記にて電話
　受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

講座名 日　時 申し込み

多肉植物の寄せ植え 11/5（土）
10:00～12:00

10/7（金）
～ 10/21（金）

パンフラワー 11/5（土）
13:30～15:30

デコパージュ
ジェルキャンドル

11/12（土）
10:00～12:00

絵 手 紙 11/12（土）
13:30～15:30

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課生涯学習係 
　☎ 82-7151  FAX83-4070

第 30 回真岡市美術展第 30 回真岡市美術展
  市民コレクター展市民コレクター展

～私の好きな美術品 日本画と幾何文様の陶磁器～
　市内の所蔵家の方からお借りした貴重な美術品を
展示します。
【期間】10月 17日（月）まで　午前 9時～午後 6時
　※ 10月 11日（火）は休館　【観覧料】無料
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【主催】市教育委員会
【問い合わせ】久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012 FAX 兼（火曜休）

初心者初心者のためののためのトレッキング教室トレッキング教室
【とき】10月 22日（土）、30日（日）、11月 5日（土）、
　12日（土）（全4回）
　第 1・2回：午前 9時～午後 3時
　※第 3・4回は教室の中でお知らせします。　
【ところ】第 1・2回：根本山自然観察センター
　第3回：大政山（真岡市）　第4回：雨巻山（益子町）
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着 20人
【参加料】999円（テキスト代）
【持ち物等】運動できる服装、靴、帽子、筆記用具
【申し込み】10月12日（水）午前8時30分から窓口
　受付開始。参加者本人が直接窓口で申し込みください。
　※電話・FAX・Eメールでの受付はできません。
【申し込み・問い合わせ】
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258

ドッジボール教室ドッジボール教室【子ども向け】【子ども向け】
【とき】10月 22日、29日、11月 12日　
　午前 10時～正午（各土曜日、全 3回）
【ところ】附属体育館
【対象】市内小学生　先着 20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】10月 12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 ﾙの場合は氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

市民市民
講座講座
    ～男性もご参加ください～～男性もご参加ください～
　　きほんのヨガきほんのヨガ

【とき】10月21日、28日、11月11日、18日、25日
　午前 10時～ 11時 30分午前 10時～ 11時 30分（各金曜日、全 5回）
【ところ】市公民館山前分館【ところ】市公民館山前分館
【対象】市内在住または勤務で【対象】市内在住または勤務で初心者の方初心者の方
　先着 25人　【受講料】無料　先着 25人　【受講料】無料
【内容】ヨガの基本的な講習【内容】ヨガの基本的な講習
【持ち物等】運動できる服装、バスタオル、飲み物【持ち物等】運動できる服装、バスタオル、飲み物
　　※ヨガマット等をお持ちの方は持参ください※ヨガマット等をお持ちの方は持参ください
【申し込み】10月 11日（火）午前 8時 30分から【申し込み】10月 11日（火）午前 8時 30分から
　電話受付　電話受付
【その他】託児施設がありませんので、お子様連れ【その他】託児施設がありませんので、お子様連れ
　の参加はご遠慮ください。　の参加はご遠慮ください。
【申し込み・問い合わせ】市公民館山前分館
　☎ 82-2802 （日・月曜・祝日休）

　  10 月の図書館だより　  10 月の図書館だより
真岡市立図書館真岡市立図書館

≪英語おはなし会≫11・18・25日（火）　午前10時～
　【内容】ジル・シルバン先生による英語の絵本の  
　　読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 8日（土）午後1時30分～
≪映写会（子ども向け）≫ 8 日（土）午後 2時～
　「ロミオの青い空」（90分）
≪おはなしの森≫ 15 日（土）午後 2時～
≪映写会（大人向け）≫ 18 日（火）午後 2時～
　「きっと、うまくいく」（170分）
≪幼児向けおはなし会≫ 28日（金）午前10時～
【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/

二宮図書館二宮図書館
≪キャンドルの会≫ 8日（土）午前10 時～
　「絵本の読み聞かせ&工作（紙コップのさかなつ
　り）をしよう」
≪スタッフの読み聞かせ≫16日（日）午後2時～
≪三つ子の魂育成事業≫25日（火）午前10時30分～
　【内容】絵本の読み聞かせ
≪館長の読み聞かせ≫ 22日（土）午後2時～
≪映写会（子ども向け）≫ 22日（土）午後2時30分～
　「青い自動車」から 4話（40分）
≪映写会（大人向け）≫ 20日（木）午後2時～
　「グレート・ディベーター」　（128分）
【問い合わせ】二宮図書館　☎74-0286

≪ 10月の休館日≫
　17・24・31（真岡・二宮）

簡単！簡単！お弁当作りお弁当作りとと健康ウォーキング健康ウォーキング
【とき】11月7日（月）午前9時30分～午後1時午前9時30分～午後1時
【ところ】お弁当作り：山前農村環境改善センター調理室【ところ】お弁当作り：山前農村環境改善センター調理室
　健康ウォーキング：市総合運動公園外周（雨天時　健康ウォーキング：市総合運動公園外周（雨天時
　は室内でロコモ予防体操を行います）　は室内でロコモ予防体操を行います）
【対象】市内在住の方  先着 24人【対象】市内在住の方  先着 24人
【持ち物等】エプロン、三角巾（バンダナでも可）、　【持ち物等】エプロン、三角巾（バンダナでも可）、　
　ふきん、　お弁当箱（10cm× 12cm程度）、汗拭　ふきん、　お弁当箱（10cm× 12cm程度）、汗拭
　きタオル、帽子、飲み物 、歩きやすい服装　きタオル、帽子、飲み物 、歩きやすい服装
【参加料】500円（材料代）【参加料】500円（材料代）
【申し込み】10月11日(火)午前8時30分から受付【申し込み】10月11日(火)午前8時30分から受付
【主催】真岡市食生活改善推進員協議会【主催】真岡市食生活改善推進員協議会
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122  FAX83-8619

10 月に 70 歳を迎える方へ10 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　10 月に 70 歳になる方、および今年度まだ温泉
券を受け取っていない方に、温泉券をお渡ししてい
ます。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 21年 10月 31日以前に生まれた方）　
【ところ】いきいき高齢課高齢者福祉係、二宮支所
　福祉国保窓口係
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（毎年 4月～翌年 3月）に 1回
　のみです。10 月に申請された方への温泉券の交
　付枚数は 6枚（10 月～翌年 3月分）です。
【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

【とき】10月16日（日）午前10時～午後2時30分【とき】10月16日（日）午前10時～午後2時30分
【ところ】総合福祉保健センター　【ところ】総合福祉保健センター　※雨天決行※雨天決行
【内容】ボランティアによる焼きそば等の模擬店、【内容】ボランティアによる焼きそば等の模擬店、
フラダンス等の発表、抽選会、無料ふわふわ遊具などフラダンス等の発表、抽選会、無料ふわふわ遊具など

【問い合わせ】社会福祉協議会 ☎82-8844 FAX82-5516

第32回第32回ふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

認知症相談認知症相談
　一人で悩まず、まずは相談してみませんか。
【とき】10月 31日（月）①午前 9時から 
　②午前 10時から ③午前 11時から
【ところ】地域包括支援センター（市役所内）
【対象】認知症で悩みの方およびそのご家族
【申し込み】下記にて電話受付
　※事前に電話申し込みが必要です。　
【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

フリーマーケットフリーマーケット参加者募集参加者募集
【とき】11月 23日（水）午前 10時～午後 3時
【ところ】市民会館南側広場
【対象者】市内在住の方（業者の方は不可）
【出品物】リサイクル品・不用品に限る 　【参加料】無料
【出店数】40店　※申し込み多数の場合抽選
【申し込み】往復はがきに、代表者の住所、氏名、年齢、
　職業、電話番号、参加人数、出展物の概要を必ず
　記入の上、下記まで郵送。10 月 21 日（金）必着。
　応募枚数は１団体１枚まで。抽選の結果は、返信
　はがきでお知らせします。
【その他】11月 10日（木）午後６時 30分から市
　公民館で参加者説明会を実施予定
【申し込み・問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町
　5191 番地　環境課ごみ減量係 ☎ 83-8692

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室

クリのイガ拾いクリのイガ拾い
　冬の落ち葉かき前に、イガと枯れ枝を片付けます。
みんなで楽しく秋の雑木林の手入れをします。
【とき】10月23日（日）　午前9時30分～11時30分
　※雨天中止　【参加料】無料
【ところ】根本山自然観察センター　
【対象】どなたでも参加可
　（小学 4年生以下は保護者同伴）　先着 30人
【持ち物等】汚れても良い服装、帽子、長靴、飲み物、
　タオル、ゴム手袋または軍手
【申し込み】10月９日（日）午前8時30分から電話受付
【申し込み・問い合わせ】根本山自然観察センター 
　☎ 83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休み）

もおかぴょん最後までがんばります！もおかぴょん最後までがんばります！
【投票期間】10月 24日（月）まで
【投票方法】
　①パソコン、スマートフォン、
　　タブレット等の各端末から公式
　　サイトにアクセス
　② ID（メールアドレス）を登録
　　（※初回のみ）
　③発行された IDでログインして
　　投票 ※毎日 1回投票できます！
　　（詳細は公式サイト参照）

【問い合わせ】企画課企画調整係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

■ゆるキャラグランプリ 2016 公式サイト
 　http://www.yurugp.jp/

毎日１票！毎日１票！

真岡っ子をみんなで育てよう   
　世界で起きているさまざまな出来事をスクリーン
に映し出し、語りと音楽で構成していく、感動いっ
ぱいの「映像と音楽のシンクロ」ステージです。
【とき】10月 15日（土）
　午後 6時開演　（開場：午後 5時 30分）
【ところ】市民会館 大ホール
【内容】地球のステージ 6～久遠の帰還～
【出演】桑山  紀彦 氏（NPO法人 地球のステージ代表理事）
　※入場無料、全席自由、事前申込不要
【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151 FAX83-4070

がん検診啓発セミナー講演会がん検診啓発セミナー講演会
【とき】10月26日（水）午後1時30分～3時30分午後1時30分～3時30分
　（午後 12時 30分開場）　（午後 12時 30分開場）
【ところ】市民会館 大ホール【ところ】市民会館 大ホール
【内容】「明るくさわやかに生きる～【内容】「明るくさわやかに生きる～
　アグネスが見つめた生命～」　アグネスが見つめた生命～」
【講師】アグネス・チャン氏、【講師】アグネス・チャン氏、
　栃木県保健衛生事業団医師　栃木県保健衛生事業団医師
【参加料】無料【参加料】無料
【申し込み】事前申込不要【申し込み】事前申込不要
　当日、会場へお越しください。　当日、会場へお越しください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122  FAX83-8619

科学教育センター 10月科学教育センター 10月のの案内案内
★天体観望会★
【とき】10月 13日（木）午後5時 30分～ 6時 30分
【定員】先着約 30人（小学生以下は保護者同伴）
【内容】天体望遠鏡を使用し、月や惑星を観察します。
【参加料】無料
【持ち物】防寒具、懐中電灯（必要に応じて）
【申込期間】10月５日（水）～７日（金）
　※電話での申し込みが必要です。
【問い合わせ】科学教育センター
　☎ 83-6611 FAX83-6211


