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根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室  
初夏の花と虫を観察しよう初夏の花と虫を観察しよう
　大人と子どもが別行動で楽しむ観察会です。子ど
もは、草花遊びをしながら、バッタやトンボなどの
生き物を探して観察します。大人は、里山をのんび
り歩いて、初夏の花を観察しましょう。
【とき】5月14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】どなたでも参加可（ただし、子どもは 5歳以
　上から。小学4年生以下は保護者同伴）先着30人
【参加料】無料
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、リュック、帽子、
　飲み物。大人は運動靴、子どもは長靴が便利です。
【申し込み】現在受付中。午前 8 時 30 分から下記
　窓口または電話受付
【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）

5 月に 70 歳を迎える方へ5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

　5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 22年 5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。5月に申請された方への温泉券の交付
　枚数は 11枚（11 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

【問い合わせ】　農政課農政係 
　☎ 83-8137　FAX83-6208

　深刻化する野生鳥獣被害に対応し、捕獲の担い手
となる狩猟者を育成する必要があります。
　市では今年度から、わな猟または第１種・第２種
銃猟の狩猟免許を取得された方に、費用の一部を補
助しています。
【補助内容】事前講習受講料、受験料、医師の診断書
　料金、銃の取扱い講習の費用、銃の教習認定申請
　の手数料、火薬類等譲受許可申請の手数料、射撃
　技能検定の受験料
　※経費の3分の2で、上限５万円（わな猟は１万円）
　※領収証等の額が確認できるものが必要
【対象】次の全てに当てはまる方
　◆新たに狩猟免許を取得する方 ◆狩猟免許取得後、
　　猟友会に所属し有害鳥獣駆除に従事する方 
　◆市内に在住し、市税等を完納している方

狩猟免許狩猟免許のの取得費用取得費用をを
一部補助一部補助しますします

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。サポー
ターとは、何か特別なことをするのではなく、認知
症の人や家族に対する理解者になることです。
【とき】5月 17日（水）
　午前 10時～ 11時 30分　
【ところ】市公民館 第 1会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【受講料】無料

【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 FAX 83-6335

こどもバドミントン教室こどもバドミントン教室
　ラケットの握り方からゲームの仕方まで、バドミ
ントンの基礎を楽しく学びます。
【とき】5月20日、27日、6月3日、17日、24日
　午前 10時～正午（各土曜日、全 5回）
【ところ】総合体育館 　【参加料】無料
【対象】市内小学4～6年生 　先着40人　
【持ち物等】ラケット、運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】5月8日（月）から下記窓口、電話（平日
　午前9時～午後 5時 15分）・FAX・ Eメール受付

親子ショートテニス親子ショートテニス
（プレイ＆ステイ）教室（プレイ＆ステイ）教室  
スポンジボール等を使用するショートテニスで、

テニスの基礎を学びます。
【とき】5月 27日、6月 3日、10日、17日、24日
午後3時～午後5時　（毎週土曜日、全5回）

【ところ】武道体育館2階アリーナ
【対象】市内小学生とその保護者　
先着15組 (30 人程度） 　【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】5月8日（月）から下記窓口、電話（平日
午前9時～午後 5時 15分）・FAX・ Eメール受付

【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課
 ☎84-2811 FAX84-6258 Eメール sports@city.moka.lg.jp
　※FAX・Eﾒー ﾙは氏名・住所・電話番号、年齢(学年）、性別を明記

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
製本講座製本講座

自分だけの本を作ろう！自分だけの本を作ろう！
　自分でデザインした形の手のひらサイズの本を作
ります。
【期間】5月21日（日）午後1時 30 分～3 時
【対象】小学生以上　先着12人　
　※小学 4年生以下は、保護者同伴
【申し込み】5月5日（金）午前 9 時から図書館カウ
　ンターまたは電話受付

【問い合わせ】図書館 ☎ 84-6151 FAX83-6199 
　http://www.city.moka.tochigi.jp/library/

市民市民
講座講座
苺摘み体験苺摘み体験とと苺を使った苺を使った
カフェランチ作り講座カフェランチ作り講座

　市の特産苺を摘み、苺を使用した料理をカフェ風　市の特産苺を摘み、苺を使用した料理をカフェ風
に作ります。に作ります。
【とき】６月 7日（水）午前 9時～午後 1時【とき】６月 7日（水）午前 9時～午後 1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
【受講料】1,000 円（材料代ほか）【受講料】1,000 円（材料代ほか）
【対象】市内在住または在勤の方　20人程度【対象】市内在住または在勤の方　20人程度
　　※申し込み多数の場合は抽選　※申し込み多数の場合は抽選　
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、
　摘んだ苺を持ち帰る箱など　摘んだ苺を持ち帰る箱など
【申し込み】5月 11日（木）～13日（土）　までに【申し込み】5月 11日（木）～13日（土）　までに
　下記窓口、電話、　FAX 受付（午前 8時 30 分～　下記窓口、電話、　FAX 受付（午前 8時 30 分～
　午後 5時 15分）　　午後 5時 15分）　※ご本人が申し込みください。※ご本人が申し込みください。
【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）

市民市民
講座講座
ハーブ活用講座ハーブ活用講座
～ハーブを楽しもう～

　ハーブの種類や効果、家庭でも気軽に栽培できる　ハーブの種類や効果、家庭でも気軽に栽培できる
方法とハーブを使った小物、料理やお菓子づくりを方法とハーブを使った小物、料理やお菓子づくりを
行い、誰でも楽しめる活用法を学びます。行い、誰でも楽しめる活用法を学びます。
【とき】6～ 11月の第 1木曜日（計 6回）【とき】6～ 11月の第 1木曜日（計 6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
【受講料】4,000 円（調理実習、小物材料費等）【受講料】4,000 円（調理実習、小物材料費等）
【対象】市内在住または在勤の方　20人【対象】市内在住または在勤の方　20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　
【申し込み】5月6日（土）～11日（木）　【申し込み】5月6日（土）～11日（木）　
　下記窓口、電話、FAX 受付（午前 8 時 30 分～　下記窓口、電話、FAX 受付（午前 8 時 30 分～
　午後 5時 15分）　　午後 5時 15分）　※ご本人が申し込みください。※ご本人が申し込みください。

【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）

　　　①６月１日 ･･･ 開講式、寄せ植え
　②７月６日 ･･･ ハーブの栽培についての講話
　③８月３日 ･･･ ハーブを使った料理実習
　④９月７日 ･･･ ルームスプレー、ハーブソルト作り
　⑤ 10月 5日 ･･･ ハーブを使ったお菓子作り実習
　⑥ 11月 2日 ･･･ 秋のハーブについての講話、閉講式

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

渡辺美里渡辺美里
M･Generation Tour 2017M･Generation Tour 2017
　misato ロック世代に贈る最高のライブ。30th 
Revolution の次、新しい扉が開きます。新しいサ
ウンドが始まる瞬間を会場で体験してください。
【とき】9月 18日（月・祝）　午後 5時開演
　（午後 4時 30分開場）　
【ところ】市民会館 大ホール
【料金】前売り 7,300 円　
 ※未就学児童入場不可　※全席指定
【チケット会館先行発売】５月６日（土）午前9時から
　（電話予約は、市民会館にて午後1時から）
　※発売初日は、お１人さま 4枚まで
【問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎83-7731　FAX83-4070（日・祝日休）

第13回栃木県障害者スポーツ大会第13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24日（日）　午前8時30分～午後3時30分
【ところ】栃木県総合運動公園ほか
【募集内容】
　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）、グランドソフトボール
　（視覚障がい者のみ）、ソフトボール（知的障がい
　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）
【参加資格者】以下のすべてに該当する方
　①平成29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 12日（金）～ 5月 26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

「ボランティアバスツアー「ボランティアバスツアー
in南相馬」参加者募集in南相馬」参加者募集

　東日本大震災で被害を受けた地域の復興のための
ボランティア活動に参加しませんか。
【とき】6月 10日（土）、11日（日）
　集合：総合福祉保健センター、出発：午前5時30分
【対象】市内在住または通勤・通学している方
　（中学生以下は保護者同伴）　先着 30人
【参加料】9,000 円
【申込期限】5月 26日（金）午後 5時 15分まで
【申込方法】電話で予約し、下記窓口で参加料を添
えて申し込みの手続きをしてください。

【申し込み・問い合わせ】社会福祉協議会　
　☎ 82-8844  FAX82-5516

親子で卓球教室親子で卓球教室
【とき】5月 27日、6月 3日、10日、17日、24日
　午前 10時～正午（毎週土曜日、全 5回）
【ところ】二宮体育館
【対象】市内小学生とその保護者 
　先着15組(30 人程度） 　【参加料】無料
【持ち物等】ラケット、運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】5月8日（月）から下記窓口、電話（平日
　午前9時～午後 5時 15分）・FAX・ Eメール受付
【申し込み・問い合わせ】スポーツ振興課
　 ☎84-2811 FAX84-6258 Eメール sports@city.moka.lg.jp
　※FAX・Eﾒー ﾙは氏名・住所・電話番号、年齢(学年）、性別を明記受講者募集受講者募集

「消費者力ステップアップ講座」「消費者力ステップアップ講座」
　消費者として自己啓発に努め、地域での消費生活
に関する普及啓発活動を行うことができる消費生活
リーダーを養成します。
【とき】■基礎コース：6/27、7/11、25、8/8、22、9/5
　午前10時～午後3時（9/5のみ午後3時 30分
　まで、各火曜日、全6回）
　■応用コース：10/10、24、11/7、21、12/5、19
　午前10時～午後3時（12/19のみ午後3時30分
　まで、各火曜日、全6回）
【ところ】栃木県庁本館６階（宇都宮市塙田1-1-20）
【対象】消費者活動に関心があり、全日程を受講可能な方
【内容】■基礎コース「かしこい消費者：入門編」
　くらしの中の契約、消費者トラブルに遭わないために など
　■応用コース「かしこい消費者：リーダー編」
　特殊詐欺の現状、食品の栄養表示 など
【申し込み】5月26日（金）までに下記まで申し込
　みください。
【その他】講座単位数の３分の２以上取得した方を修
　了とし、修了証書を交付します。
【申し込み・問い合わせ】安全安心課生活安全係
　☎83-8394　FAX83-8392


