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創業セミナー創業セミナー
「農村カフェや直売所、商品開発など農業関連ビジネスで創業」「農村カフェや直売所、商品開発など農業関連ビジネスで創業」

　栃木県はもとより、多方面で活躍する講師によるアグリ関連ビジネスセミナーです。地域農産物による
商品開発や観光・飲食業など、6次化で創業を志す農家の方の参加も大歓迎です。
【ところ】真岡商工会議所　【定員】先着20人 (3日間のプログラム）　【参加料】無料　【申し込み】下記まで電話申し込み

テーマ 内　容　等
1日目　11/5（土）13:00 ～ 17:00【講師】松本　謙

直売店や観光など、
農業関連ビジネスで創業

多様な地域農業関連ビジネスについて、展開の仕方や事例などから概
要を学びます。

2 日目　11/12（土）13:00 ～ 17:00【講師】須田　秀規

農産物加工商品開発のビジネス 創業者の体験談を交えて、6次化や農商工連携事業など、売れて儲
かる商品開発のポイントを学びます。

3 日目　11/19（土）13:00 ～ 17:00【講師】藤井　大介

農村レストラン・農村カフェで創業 自ら農村レストランを経営する講師から、農村『レストランや農村カフェ創業のポイントを学びます。

【申し込み・問い合わせ】 　真岡商工会議所 ☎ 0285-82-3305　FAX0285-82-7967

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。
【とき】≪初級≫11月14日（月）　≪中級≫12月5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】10月 19日（水）から電話（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

「オノサト・トシノブ展」関連ワークショップ「オノサト・トシノブ展」関連ワークショップ
シルクスクリーンを作ろうシルクスクリーンを作ろう
　オノサト・トシノブが使うシルクスクリーンとい
う版画技法でポストカードとバッグ（B5サイズ程
度の予定）を作ります。手書きで版を作り、1版 1
色刷りを体験します。
【とき】10月 30日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】久保記念観光文化交流館 観光まちづくりセンター
【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴）　先着12人
　※ 2人で 1つの版を作ることも可
【参加料】700円（版、スキージ、カード、バッグ付）
【持ち物】図案（10× 15cm以内）
　※描きたい図案がある方のみ
　※当日はハロウィンにちなんだ図案などを用意します。
【申し込み】下記窓口、電話にて申し込み
【その他】汚れても良い服装でお越しください。
【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） 

視覚障がい者とのカレー作り体験視覚障がい者とのカレー作り体験
　視覚障がい者の方と一緒に、カレー作りを体験しませんか。
【とき】11月 13日（日）午前 9時～午後 3時 30分
　（受付：午前 8時 30分から）
【ところ】市公民館真岡西分館
【対象】小学校 4～ 6年生とその保護者　先着 20人
【参加料】無料　【持ち物】エプロン、三角巾
【申し込み】10月 21日（金）までに下記にて電話受付
【問い合わせ】社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

第 4 回第 4 回  歴史教室開催歴史教室開催
　　今年度のテーマは、「芳賀の有力者と庶民の生活」です。今年度のテーマは、「芳賀の有力者と庶民の生活」です。
【とき】10月22日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール　【参加料】無料
【講師】国立歴史民俗博物館教授　関沢 まゆみ 氏
【演題】「栃木県の葬送儀礼」
【申し込み】不要。当日会場にお越しください。

第 5 回歴史教室のお知らせ
【とき】11月5日（土）午後1時30分～3時30分
【ところ】青年女性会館 2 階ホール
【講師】壬生町立歴史民俗資料館学芸員　君島 利行 氏
【演題】「史跡車塚古墳の発掘調査から見えてきたこと」
【問い合わせ】文化課文化財係 ☎83-7731 FAX83-4070

市民市民
講座講座

～冬から春の草花で彩ろう～～冬から春の草花で彩ろう～
ハンギングバスケット講座ハンギングバスケット講座

　ハンギングバスケットとは、根付きの草花をス
リットバスケットの中に植え込み、掛ける、吊るす
などの方法で楽しむ空中花壇です。
【とき】11月 19日（土）午後 1時 30分～ 4時
【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 25人【対象】市内在住または勤務の方　先着 25人
【受講料】3,500 円（材料代）【受講料】3,500 円（材料代）
【持ち物等】汚れてもいい服装（エプロン）、レジャー【持ち物等】汚れてもいい服装（エプロン）、レジャー
シートまたはナイロンふろしきシートまたはナイロンふろしき

【申し込み】10月 18日（火）から電話または FAX【申し込み】10月 18日（火）から電話または FAX
にて受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）にて受付（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）

真岡市文化祭真岡市文化祭  ホール部門発表会ホール部門発表会
　日頃から芸能・舞台・音楽活動をしている市民の
皆さんによる発表会です。ぜひお越しください。
【とき】◆民舞吟大会（民謡・民舞、日本舞踊、吟詠）
　10月 22日（土）午前10時開演（30分前開場）
　◆ダンスと音楽の祭典（フラダンス、四つ竹健康おどり他）
　10月 23日（日）午前10時開演（30分前開場）
　【ところ】市民会館 大ホール　【入場料】無料
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

おやこの食育教室おやこの食育教室
【とき】11月 19日（土）午前 9時 30分～午後 1時
【ところ】市公民館 調理室　
【対象】市内在住の小学生とその保護者または祖父母
　先着 30人
【内容】オープンいなり、鮭のちゃんちゃん焼き風、
　ヨーグルトサラダ、豚汁
【参加料】大人600 円、子ども 500 円（材料費として）
【持ち物】エプロン、ふきん、室内履き（子どものみ）
【申し込み】10月17日（月）午前 8 時 30 分から下
　記窓口または電話受付
【問い合わせ】健康増進課 成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校
体験学習体験学習をを開催開催しますします

■■高等部体験学習＜第 2回＞高等部体験学習＜第 2回＞
【とき】11月14日（月）午前9時40分～午後2時40分【とき】11月14日（月）午前9時40分～午後2時40分
【ところ】栃木県立益子特別支援学校（〒 321-4106【ところ】栃木県立益子特別支援学校（〒 321-4106
　益子町七井 3650）　益子町七井 3650）
【対象】次年度本校への入学を考えている現在中学【対象】次年度本校への入学を考えている現在中学
3年生のお子さまとその保護者、中学校の教職員、3年生のお子さまとその保護者、中学校の教職員、
関係機関職員関係機関職員

【内容】高等部入学者選抜について、授業見学・授【内容】高等部入学者選抜について、授業見学・授
業体験、進路相談業体験、進路相談

【申し込み】10月17日（月）～31日（月）電話受付【申し込み】10月17日（月）～31日（月）電話受付
【持ち物等】上履き、運動着、防寒具、昼食【持ち物等】上履き、運動着、防寒具、昼食
【申し込み・問い合わせ】
　栃木県立益子特別支援学校　☎ 0285-72-4915
　真岡市教育委員会 ☎ 83-8181 FAX83-8080

　クリスマスイベント『サンタと遊ぼう（今年度は12/10
に実施予定）』で、子どもたちと一緒に遊びます。実行委
員は、その事業の企画・運営を行うボランティアです。
【対象】高校生　
【申込期限】10月 22日（土）までに、電話・FAX・
　Eメールで申し込みください。
※第１回実行委員会は 10月 24 日（月）午後 6時
　から市公民館 第 1会議室で開催予定です。　
【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

　2016 年度サンタと遊ぼう   
  実行委員募集！  実行委員募集！

男女共同参画社会づくり講演会男女共同参画社会づくり講演会
「息子3人、局アナパパの子育て奮闘記」「息子3人、局アナパパの子育て奮闘記」
　「とくダネ！」の司会として、朝の
さわやかな顔としておなじみの笠井
さん。3人のお子さんの育児に奮闘中。
笠井家独自の子育て方法や苦労話な
どをお話します。
【とき】11月 4日（金）
　午後6時30分開演（午後6時開場）
【ところ】市民会館 大ホール　※全席自由
【内容】真岡市男女共同参画推進事業者表彰および講演
【講師】笠井 信輔氏（アナウンサー）　【入場料】無料
【申し込み】事前申し込み不要。当日、会場にお越
　しください。
【問い合わせ】生涯学習課 女性青少年係 
　☎ 82-7151　FAX 83-4070

10月10月ははピンクリボン月間ピンクリボン月間ですです
検診受診で女性特有のがんを早期予防検診受診で女性特有のがんを早期予防

　市では乳がん・子宮がん検診を実施中です。この
機会に自分の体のメンテナンスをしましょう。
　受診を希望される方は、下記へお申し込みください。
受診券等を送付します。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619

人・農地プラン変更の縦覧人・農地プラン変更の縦覧
　地域農業の未来設計図である、「人・農地プラン」
の更新について、下記のとおり縦覧を実施します。
【縦覧期間】10月 11日（火）～ 21日（金） 
　午前 8時 30分～午後 5時　 ※平日のみ
【縦覧場所】農政課（福祉産環部棟2階）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎83-8137 FAX83-6208 

申し込み受付中！！
今日から始める簡単エクササイズ今日から始める簡単エクササイズ
　運動したいけれど時間がない、どうせ動くなら効
率的に運動したいという方におすすめです。簡単に
運動量を増やすコツ、続けられる運動のコツを一緒
に実践してみましょう。
【とき】11月 7日（月）午前9時 30分～ 11時 30分
　（受付：午前 9時 15分から）
【ところ】井頭温泉チャットパレス 研修室
【対象】運動習慣がない、または運動習慣を改善し
　たい 40 ～ 64歳の市民の方　先着 30人
【内容】簡単ゆがみチェック、筋トレ、ストレッチ、　
　ウォーキングなどの実践　
【講師】井頭温泉フィットネスインストラクター
【参加料】無料　【持ち物】タオル、飲み物、筆記用具
【問い合わせ】健康増進課 成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

【とき】10月19日（水）午後1時30分～2時30分
【ところ】まちなか保健室『ほっとステーション駅
　前館』（真岡駅東口）　【対象】市民の方　先着15人
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎080-9990-3998（受付：午前9時～午後5時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

まちなか保健室  10 月の健康講座まちなか保健室  10 月の健康講座
「みんなでインフルエンザ・かぜ予防」「みんなでインフルエンザ・かぜ予防」

フレッシュファーマーズマルシェ2016フレッシュファーマーズマルシェ2016
　「よかんべ栃木！ふるさとブランド大集合！！」を
テーマに、栃木県内の農業青年が集まり、自分たち
が作った農産物、またそれを生かした加工品の販売
や青少年クラブ活動のＰＲを行います。
【とき】10月 22日（土）午前 10時～午後 3時
【ところ】みぶハイウェイパーク(下都賀郡壬生町大字国谷1870-2)
　※当日は、県内各地の農産物を多数用意します。
【問い合わせ】栃木県農政部経営技術課技術指導班
　☎ 028-623-2322
　農政課園芸畜産係　☎ 83-8139 FAX83-6208

きて みて 感じる！とちぎの農力 ふるさとの味力きて みて 感じる！とちぎの農力 ふるさとの味力
とちぎ“食と農”ふれあいフェア2016とちぎ“食と農”ふれあいフェア2016
　各市町の農産物・特産品等の展示・販売、ハッピー
ジェラート大集合、栃木の特色ある麺類を集めた「栃
木の“イケ麺”」の販売のほか、食育に関する情報
発信等も行います。
【とき】10月 29日（土）、30日（日）
　午前 10時～午後 4時　
【ところ】栃木県庁および周辺施設　
【問い合わせ】とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会
　☎028-623-2333 　FAX 028-623-2337
　農政課農政係　☎83-8137 FAX 83-6208


