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　   平成 29 年度 第 64 回 真岡市文化祭 参加者募集
【開催期間】10月～ 11月　【対象】市内在住または通勤・通学されている方および真岡市文化協会会員
部門部門 参　加　規　定　等参　加　規　定　等
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〈審査〉  【高校生・一般】1人 3句まで　※はがきで応募
　　　 【中学生】1人 2句まで　指定の投稿用紙（Ａ 5）を使用

【応募方法】
作品に、部門名・住所・氏名・
電話番号を記入し、事務局へ
　※高校生は、学校名・学年も記入
【提出期限】9/15（金）
【その他】
題材は自由（ただし、新作・未
発表の日本語で書かれた作品）
　※応募作品は返却不可
　※優秀作品は、短冊等に書
　　いて久保講堂に展示

〈大会〉11/4（土）午前 10:00 ～（受付 9:30 ～）（公民館第 7会議室）
　※事前申込不要　※各賞あり
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〈審査〉  【高校生・一般】1人 3句まで　※はがきで応募
　　　 【中学生】1人 2句まで　指定の投稿用紙（Ａ 5）を使用
〈大会〉10/8（日）受付 8:30 ～（青年女性会館ホール）※事前申込不要※各賞あり※当日出句
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〈審査〉  【高校生・一般】1人 2首まで　※はがきで応募
　　　 【中学生】1人 1首まで　指定の投稿用紙（Ａ 5）を使用　　
〈大会〉10/7（土）13:00 ～ 17:00（公民館第 7会議室）　※事前申込必要
　　　　※審査用と別のはがきに「大会用」と朱書きして提出 (1人 1首 )

詩詩〈審査〉  【小学生・中学生・高校生・一般】1人 1編まで　
　　　　※ 400字詰め原稿用紙を使用（随筆は 4枚以内）随筆随筆

盆栽展盆栽展 10/20（金）～ 22（日）10:00 ～ 16:00（久保講堂）※事前申込不要。作品を会場へお持ちください。各種盆栽、山野草 1人 5点まで【搬入】10/19（木）9:00 ～ 11:00 受付（久保講堂）【搬出】10/23（月）9:00 ～ 11:00 返却    
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10/6（金）～ 8（日）10:00 ～ 16:00　※ 8日は 15:00 まで（久保講堂）※事前申込不要。作品を会場へお持ちく
ださい。〔洋画〕油絵、水彩画、版画、パステル画等〔日本画〕日本画、水墨画　※洋画（6～ 30号）・日本画（30
号以内）ともに、1人 3点まで。額装はアクリル板、展示用ロープをつける【搬入】10/5（木）9:00 ～ 11:00 受付
（久保講堂）【搬出】10/8（日）15:00 ～ 17:00 返却　※芳賀地方芸術祭の出品作品は久保講堂で保管します。搬出
日に久保講堂会議室まで各自作品を移動してください。
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11/3（金）～ 5（日）10:00 ～ 16:00　※ 5日は 15:00 まで（久保講堂）【申し込み】10/19（木）までに事務局
へ申し込みください。漢字、仮名、漢字仮名交じり書、大字書、篆刻、刻字、1人 1点まで ※参加は高校生以上 ※
仕上がり寸法 2尺× 8尺（約 70㎝× 250 ㎝）または画仙紙（97㎝× 180 ㎝）以内、縦横自由（2尺× 8尺は縦
のみ）、仕上げは額装・仮巻・軸装・巻物など展示可能なもの ※所定用紙に釈文（白文）・住所・氏名 (本名および
雅号 ) を記入【搬入】11/2（木）9:00 ～ 11:00 受付（久保講堂）【搬出】11/5（日）15:00 ～ 17:00 返却　※芳
賀地方芸術祭の出品作品は久保講堂で保管します。
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10/27（金）～ 29（日）10:00 ～ 16:00　※ 29日は 15:00 まで（久保講堂）【申し込み】写真展は事前申込不要、
工芸展は 10/12（木）までに事務局へ申し込みください。〔写真〕白黒またはカラ―写真（デジタル合成不可）1
人 3点まで ※四つ切～全紙以内、額装はアクリル板、展示用ロープをつける〔木彫〕木彫り作品 1人 5点まで ※
100 ㎝立方以内、壁面に飾る作品は展示用ロープをつける〔手工芸〕ちぎり絵、切り絵、押し花、竹はり画、手芸作
品、陶芸など 1人 2点まで ※ 30 号以内、立体作品は 100 ㎝立方以内、平面作品は 100 ㎝× 100 ㎝以内、展示で
きるような付属品を用意する【搬入】10/26（木）9:00 ～ 11:00 受付（久保講堂）【搬出】10/29（日）15:00 ～
17:00 返却　※木彫・手工芸は審査を行いません。 ※芳賀地方芸術祭の出品作品は久保講堂で保管します。

華道展華道展 10/14（土）・15（日）10:00～ 16:00（青年女性会館ホール）【活込】10/13（金）13:00～ 17:00【揚花】10/15（日）16:00～【申し込み】9/15（金）までに、氏名・住所・電話番号・流派を事務局へご連絡ください。
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真岡市茶華道協会茶道部が、一般の方を対象にお茶会を開催します。
【茶席】10/15（日）10:00 ～ 15:00（青年女性会館 青年室・女性室）

ホールホール

10/21（土）・22日（日）10:00 ～ 15:30（市民会館大ホール）【ジャンル】21日（土）…ダンス（フラ、ハワイアン、
よさこい、四つ竹、バレエ、ヒップホップ等）、音楽全般、伝統芸能／22日（日）…民謡・民舞、吟詠剣詩舞、日本舞踊【出
演時間】①3人まで…6分以内、②4～ 9人…8分以内、③10人以上…10分以内【申し込み】8/22（火）までに「出
演申込書」(事務局窓口・市ホームページで配布 )を事務局へ送付または持参 (FAX・Eメール可 )【出演団体代表者会議】
9/23（土）13:30 ～（公民館第3・4会議室）出演順・時間等の調整を行います。必ず出席してください。
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10/22（日）【受付】9:00～ 9:45（青年女性会館2階ホール）※事前申込不要。直接会場へお越しください。（ただし小学
生の部は学校を通して9/14（木）までに申し込み）【クラス分け】◇小学生の部･･･① 1～ 4年生、②5・6年生の2ク
ラス　◇一般の部（中学生以上）…棋力に応じた３クラス【参加料（昼食・飲み物代）】小学生…500円、一般…1,000円

表彰式表彰式 12/3（日）10:00 ～（市民会館小ホール）審査のある各部門に、文化祭賞・準文化祭賞・奨励賞・佳作を設け表彰します。受賞者には事務局から連絡します。

　【申し込み・問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地
　　事務局（真岡市教育委員会文化課文化振興係）☎ 83-7731　FAX 83-4070

9 月9月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 1日（金） H29年 4月 1日　   ～ 5月 1日生

9カ月児健診 7日（木） H28年 11月 4日～ 11月 28日生

1歳 6カ月児健診
8日（金） H28年 1月 14日～2月9日生

15日（金） H28年 2月 10日～3月9日生

3歳児健診 12日（火） H26年 8月 11日　   ～ 8月 31日生

2歳児歯科検診 25日（月） H27年 9月生

【受付時間】午後1時10分～40分（健診は約2時間）
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】予診票、母子健康手帳、健やか親子 21　
　設問票（4カ月・１歳6カ月・3歳健診対象者のみ）、
　歯ブラシ・タオル（歯科検診のみ）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

9 月の「マタニティ・子育て相談会」9 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】13日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター

育児相談

要予約母乳・ミルク相談
子どもの栄養相談
妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳　
【問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

里山の生き物調査里山の生き物調査 
 「チッチゼミを探せ！」 「チッチゼミを探せ！」
　セミの中でもあまり馴染みのないチッチゼミ。チッ
チゼミの抜け殻を探して、根本山初記録を目指します。
【とき】8月 27日（日）午前9時～正午　※雨天中止
【ところ】根本山自然観察センター　
【対象】小学生以上（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】長袖、長ズボン、帽子、タオル、軍手、
　野山を歩ける靴または運動靴、飲み物
【申し込み】8月13日（日）午前8時30分午前8時30分から電話受付電話受付
★ 8/27（日）午前中は、野鳥クラフトは休みです。★ 8/27（日）午前中は、野鳥クラフトは休みです。
【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）

真岡文化遺産フェスティバル2017真岡文化遺産フェスティバル2017
親鸞聖人の史跡を巡るガイドツアー親鸞聖人の史跡を巡るガイドツアー
　専修寺境内の文化財を真岡観光コンシェルジュが丁
寧にご案内します。
【とき】9月 17日（日）午後2時～3時30分頃
【集合・解散】専修寺東側駐車場　【参加料】無料
【申し込み】下記窓口または電話受付。
【申し込み・問い合わせ】真岡の文化遺産発信実行委員会
　（真岡市教育委員会文化課内）☎83-7731 FAX83-4070

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
毛利 文香 ヴァイオリンリサイタル毛利 文香 ヴァイオリンリサイタル
　2012 年、第 8回ソウル国際音楽コンクールで日
本人として初めて史上最年少で優勝。2015 年、第
54回パガニーニ国際ヴァイオリンコンクールにて
第 2位を受賞。
　今、注目の新進気鋭ヴァイオリニ
ストが真岡にやってきます。
【とき】10月15日（日）午後2時開演
　（午後 1時 30分開場）　
【ところ】市民会館 小ホール
【入場料】前売り2,000円　当日2,200円
　※全席自由　※未就学児入場不可
　※H29真岡市芸術鑑賞会員は会館購入のみ500円引き
【プログラム（予定）】ヴァイオリンソナタ第３番
　（ベートーヴェン）、愛の挨拶（エルガー）、ヴォ
　カリーズ（ラフマニノフ）、序奏とタランテラ（サ
　ラサーテ）、ソナタ（シュトラウス）
【プレイガイド】◆㈱シノザキ楽器（☎ 84-4004）
　◆市民会館（☎ 0285-83-7731 日・月・祝日を
　　除く8:30～17:15）◆㈲暮田商会（☎ 82-2611）
　◆㈲えびはら（☎74-0075）◆益子町民会館（☎72-3101）
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月・祝日休み）
　クラシックもおか事務局（柳）☎0285-75-1688

「まちなか保健室」田町館で「まちなか保健室」田町館で
健康栄養講座健康栄養講座を開催しますを開催します
【とき】8月 20日（日）午前 10時～正午
【ところ】まちなか保健室「ほっとステーション田町館」
【内容】『減塩のヘルシーレシピについて』　
【講師】栄養士【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】ほっとステーション田町館
　☎ 080-8096-9918（受付：午前 9時～午後 4時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

シニアのための料理教室シニアのための料理教室
　さんまのチーズロール焼きなどを作ります。
【とき】8月28日（月）　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 50歳以上の方　先着 24人　
【参加料】600円（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん
【申し込み】8月 14日（月）午前 8時 30分から8月 14日（月）午前 8時 30分から
　下記にて受付　下記にて受付
【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

夏休みワークショップ夏休みワークショップ
コラージュ版画をつくろコラージュ版画をつくろうう
　紙や紐、ダンボール、葉っぱなどの身近にある素材を　紙や紐、ダンボール、葉っぱなどの身近にある素材を
コラージュのように組み合わせて版画を作ります。コラージュのように組み合わせて版画を作ります。
【とき】8月 20日（日）午後 2時～ 4時
【ところ】真岡市まちかど美術館3階市民ギャラリー
　（田町2203番地1）　※駐車場 :福原書店向かいの
　寿町駐車場（無料）【参加料】子ども 1人 100 円
【対象】小学生と保護者　先着 15人程度
【持ち物】下絵、版画で使いたい素材（紙、紐、葉っぱなど）
【申し込み】下記にて電話受付
【問い合わせ】文化課文化振興係
　 ☎ 83-7731 FAX83-4070

チケット好評発売中！チケット好評発売中！
文化遺産フェスティバル2017文化遺産フェスティバル2017
【とき】9月17日（日）午後6時開演
【ところ】市民会館大ホール【入場料】2,000 円
■第一部：「心と文化の源泉～親鸞聖人を辿る」
■第二部：①真岡の伝統芸能 ②古典雅楽の上演
【問い合わせ】文化課☎83-7731 FAX83-4070

『上級救命講習』『上級救命講習』受講者募集受講者募集
　上級救命講習では、普通救命講習の「心肺蘇生法」
「AEDの使用方法」のほか、「傷病者管理」「異物除
去要領」など応急手当の全範囲を習得できます。
【とき】9月 10日（日）午前 9時～午後 6時
【ところ】総合福祉保健センター　
【対象】芳賀郡市内在住、通勤、通学者（高校生以上）
　先着 20人　【参加料】2,160 円（テキスト代）
【申し込み】8月19日（土）午前9時から真岡消防署
　2階大会議室で受付。（電話予約は午前10時から）
【申し込み・問い合わせ】真岡消防署 救急係 ☎82-1029

市民市民
講座講座

古典教室古典教室
「雨月物語」「雨月物語」

　江戸時代を代表する怪奇短編集です。幽霊な文章江戸時代を代表する怪奇短編集です。幽霊な文章
を味わいます。を味わいます。
【とき】9月6日、20日、27日、10月4日、11日、18日、
25日（全水曜日、全7回）午前10時～正午

【ところ】市公民館　【ところ】市公民館　
【対象】市内在住、在勤の成人の方　40人程度【対象】市内在住、在勤の成人の方　40人程度
【受講料】無料【受講料】無料
【持ち物】筆記用具【持ち物】筆記用具
【申し込み】8月 25日（金）まで【申し込み】8月 25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】生涯学習課生涯学習係　
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）


