
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
「パパ目線の子育て」「パパ目線の子育て」
　舞台の作・演出、ラジオパーソナ
リティ等、様々な方面で活躍中の鈴
木おさむ氏。森三中の大島美幸さん
のご主人で、現在 1児の父として育
児に奮闘中、子育て法や苦労話など
盛りだくさんの講演です。
【とき】10月 25日（水）
　午後 6時 30分開会（午後 6時開場）
【ところ】市民会館 大ホール ※全席自由 【入場料】無料
【内容】＜第1部＞真岡市男女共同参画推進事業者表彰
　＜第 2部＞講演　【講師】鈴木 おさむ氏 （放送作家 )
【申し込み】 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

【とき】10月 21日（土）午前 9時 30分～正午
【ところ】総合福祉保健センター　【対象】市内在住の方

◆事前申し込みコーナー◆
（9月 29日（金）から下記にて受付中）

①赤ちゃんハイハイグランプリ　先着 24人
【時間】午前 10時～ 10時 30分
【対象】当日ハイハイをしているお子さま
　（H28.11 月、12月、H29.1 月生まれ）
②マタニティアロマオイルハンドマッサージ　先着 10組
【時間】午前 11時～ 11時 30分 
【対象】妊娠週数 20週以降のご夫婦　
③姿勢のゆがみと筋肉バランス測定　各回先着 10人
【時間】①午前9時45分～ ②午前10時15分～  
　　③午前10時45分～ ④午前11時 15分～
【対象】20歳以上の市民の方

◆当日楽しめるコーナー◆
　出張！まちなか保健室、
骨密度測定（先着 100人）、ラジオ体操、
手洗いチェックコーナー、スタンプラリー、など

認知症カフェ認知症カフェ
「スマイルカフェHi,ポーズ」「スマイルカフェHi,ポーズ」
　認知症カフェとは、同じ悩みを抱えた方たちが集
まり、ほっとする時間を共有できる場です。
【とき】10月 20日（金）午後 2時～ 4時
【ところ】グループホームふれんど真岡（東大島801-4）
【対象】認知症の方とご家族。その他どなたでもお
　気軽にご参加ください。
【内容】運動会　【参加料】無料
【申し込み】グループホームふれんど真岡へ、電話で
　申し込みください。
【申し込み】グループホームふれんど真岡 ☎ 81-5181
【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

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しょう。
【とき】10月21日（土）　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　　先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【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　【参加料】無料
【申し込み】10月7日（土）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）

第 31回真岡市美術展第 31回真岡市美術展
鳥をモチーフにした美術品鳥をモチーフにした美術品

　今年の干支にちなんで、鳥をモチーフにした絵画、彫
刻、陶磁器等の美術品を市内在住作家や所蔵家からお借
りし展示致します。華麗な鳥たちを是非ご覧ください。
【期間】10月7日（土）～16日（月）　午前9時～午後6時
【ところ】久保記念観光文化交流館　美術品展示館
【休館日】10日（火）　【主催】真岡市教育委員会
【問い合わせ】 久保記念観光文化交流館
　☎ 82-2012（FAX兼）

広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

一般介護予防事業一般介護予防事業
いきいき体操教室いきいき体操教室
筋力トレーニング編筋力トレーニング編

　筋トレマシンを使用した体操教室です。初めての方
でも、無理なく続けられるよう、スタッフが指導します。
【とき】 ①11月6日から毎週 月曜日（14:00～15:00）
　　　②11月8日から毎週 水曜日（14:00～15:00）
　　　③11月9日から毎週 木曜日（14:00～15:00）
　　　④11月10日から毎週 金曜日（14:00～15:00）
　※全 6回　※申込順に受講日時を決定
【ところ】iFitness（井頭温泉内）
【対象】先着 4人ずつ
　65歳以上の市民で本プログラムに初めて参加する方
【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≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

18日（水）

9:00 ～ 9:50 芳賀地方農業共済組合

10:40～11:30 真岡製作所

13:00～16:00 千住金属工業

【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 22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（6カ月分）です。

【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

ちゃれんじもおかちゃれんじもおか
バーデ deエクササイズバーデ deエクササイズ
体験教室参加者募集体験教室参加者募集

　自由参加型のバーデプール教室です。水中ウォー
キングや音楽に合わせ楽しく体を動かし、無理なく
シェイプアップ、筋力アップができます。
【募集コース】  11 ～ 12月コース：40人 
【ところ】 井頭温泉内バーデプール
【内容】2カ月間でバーデプールレッスンを 5回、
　自由に選んで参加　
【対象】30～ 64歳の市民で肥満・高血圧・高血糖・コレ
ステロールなどが気になり運動したいと考えている方

【申し込み】10 月 25 日（水）までに井頭温泉へ
電話申込⇒ 10 月 25 日（水）（15:00 ～ 17:00）
までに井頭温泉で資料受取　
　※お一人様、年 1回 1コースの参加
【申し込み】井頭温泉 ☎83-8822（10:00～21:00 火曜休）
【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 

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（木）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 20 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 9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 FAX83-5896

フレッシュファーマーズマルシェ2017フレッシュファーマーズマルシェ2017
　「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 14日（土）午前 10時～午後 3時
【ところ】みぶハイウェイパーク(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

三つ子の魂育成講演会三つ子の魂育成講演会
世代をこえて共有できるわらべうたあそび世代をこえて共有できるわらべうたあそび
　わらべうた遊びを通して親子はもちろん、おじいちゃ
ん、おばあちゃんなど、どなたでもご参加いただけます。
【とき】11月 11日（土）午後 2時～ 3時 30分
【ところ】市公民館 二宮分館 研修室
【対象】子育て中の親子、祖父母、保育士、幼稚園教諭など
【講師】日本わらべうた協会　理事長 田村 洋子 氏
【参加料】無料　【定員】100人
 【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室
　☎ 83-8157 FAX 84-1545

第4回歴史教室の開催第4回歴史教室の開催
　　今年のテーマは「下野の中世を紐解く」です。参
加は自由ですので、ぜひご参加ください。
【とき】10月 14日（土）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市民会館　小ホール
【講師】武蔵野学院大学　教授　高橋 恵美子 氏
【演題】「結城合戦をめぐる軍記」
【申し込み】事前申込不要。当日会場にお越しください。

第5回歴史教室
【とき】11月18日（土）※時間、会場は上記と同様
【講師】国士舘大学国士舘資料室 学芸員 浪江 健雄 氏
【演題】「水谷蟠龍について（仮）」
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

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。是非ご来場ください。
【ところ】市民会館 大ホール　【入場料】無料
ダンスと音楽の祭典（フラダンス、四つ竹健康おどり他）
【とき】10月21日（土）午前10時開演（30分前開場）
民舞吟大会（民謡・民舞、日本舞踊、吟詠）
【とき】10月22日（日）午前10時開演（30分前開場）
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

筋力トレーニング教室筋力トレーニング教室【男性・女性】【男性・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】11月 6日、20日（全 2回）
　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男女　先着 10人
【参加料】無料

初心者初心者のためののためのエアロビクスエアロビクス教室教室
　エアロビクスダンスと呼ばれるダンス形式の有酸
素運動です。
【とき】11月 9日、16日、30日、12月 7日
　（各木曜日、全 4回）午後 2時～ 3時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】市内在住または勤務の一般女性　先着 40人
【参加料】500円

共通事項共通事項
【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 11日（水）より、下記にて電話（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】スポーツ振興課
  ☎ 84-2811 FAX84-6258 Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
  ※FAX・E ﾒｰﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記

健康塾健康塾～高血圧改善編～～高血圧改善編～
　血圧が上がりやすい冬本番を迎える前に、すぐに
実践出来る、効果的な高血圧の予防・改善方法を学
びます。自分の 1日の塩分摂取量が分かります。
【とき】11月 2日（木）午前 9時 30分～11時 30分
　（受付・血圧測定：9時から）
【ところ】市公民館 第 3・4会議室　
【対象】血圧が高めな40～ 64歳までの市民
　先着30人　※高血圧内服治療中の方も可
【内容】保健師と管理栄養士による健康のコツ
【申し込み】10月 23日（月）までに、下記へ電話
　にて申し込み。
　※持ち物などの詳細は、申込後に郵送で通知
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

健康フェスティバル参加者募集健康フェスティバル参加者募集
「広報もおか」でお知らせした「広報もおか」でお知らせした
10月22日から21日に変更となり10月22日から 21日に変更となり
ましたので、ご注意ください。ましたので、ご注意ください。

【申し込み・問い合わせ】健康増進課
　①②母子健康係　☎ 83-8121 FAX83-8619
　③成人健康係　☎ 83-8122 FAX83-8619
　E ﾒｰﾙ：kenkou@city.moka.lg.jp


