
ノンケア体操ノンケア体操（介護予防体操）（介護予防体操）
　　　指導員養成講習会　　　指導員養成講習会
　ノンケア体操は、介護予防を目的として手軽に健
康づくりをするための体操です。地域での普及を図
るため、指導員養成講習会を開催します。

会　場 日　時　

市公民館
第5・6・7会議室

10月 6日（金）、23日（月）
11月 6日（月）、24日（金）
12月 6日（水）

二宮分館
204・205会議室

10月 12日（木）、20日（金）
11月 1日（水）、16日（木）、28日（火）

【時間】午後 1時 30分～ 3時 30分
　※上記表の全 10回の講習に参加してください。
【対象】①～④のすべてに該当する方　先着 15人
　①市内に住所を有する 40～ 70歳くらいまでの方
　②過去にこの講習会に参加したことがない方
　③区長の推薦があり、講習会修了後、地域で普及
　　できる方
　④各地区からの要請に応じて指導できる方
【講師】過去に講習会を修了し、現在、地域で指導
　されている方々
【申込方法】下記窓口に用意してある申込用紙に必
　要事項を記入し、区長印を押印した上で、下記窓
　口まで申し込み　【申込期限】9月 28日（木）
【申し込み・問い合わせ】 いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎74-5004 FAX74-1250

真岡市音楽祭ボランティア募集真岡市音楽祭ボランティア募集
【とき】11月12日（日）　午前8時30分～11時30分、
午前11時30分～午後2時30分、午後2時30分～5時

【ところ】市民会館 大ホール
【内容】舞台転換、参加者誘導、観客整理、受付、ドア、
搬入出口など　※グループでの応募可

【申込期限】10月 6日（金）まで
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市音楽祭実行委員会事務局（文化課内）
　☎ 83-7731  FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

　ご家庭で用意したプレゼントをサンタクロースが
届ける事業の企画・運営を行います。
【対象】市内在住・勤務の18 歳～35 歳
の方（高校生は不可）

【申し込み】9月 22日（金）までに下記
窓口・電話・FAX・Eメールで申し込み

　※第 1回実行委員会は 9月 23日（土）午前 10時
　　から公民館第 1会議室で開催されます。
【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

　  サンタの贈り物 20 1 7    
  実行委員募集  実行委員募集

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/

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 ～

【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、下記まで電話で申し込みください。（午前８時 30分～午後５時 15分）

講座名 日　時 内　容　等 定員 参加料 会場 申し込み
体幹

ワークアウト
10/19（木）
19:00～ 20:30

体の構造を考えた効果的なワークアウ
トを学びましょう。 30人 無料 武道

体育館

現在受付中
9/22（金）まで

お家でもできる
和菓子作り

10/22（日）
10:00～ 12:00

簡単にできて本格的な和菓子の作り
方をプロから学べます。 32人 1,000

円
市公
民館

はじめての
ウクレレ

①10/21（土）
② 10/28（土）
10:00～ 12:00

ウクレレの貸し出しは先着5名まで。
ウクレレに途中で挫折した人も再
チャレンジ。
（２時間×２回で１曲演奏を目指します）

10人 無料 青年女
性会館

布ぞうり講座

10/28（土）
13:30～ 16:00 肌触りがやさしい布ぞうりを、好きな布を利用して作ってみましょう。

作成キットもお持ち帰りできます。

20人 500 円
程度

市公
民館

9/15（金）
 ～ 9/29（金）

10/29（日）
13:30～ 16:00 15 人

パパと作ろう
ハロウィンの
お菓子

10/29（日）
10:00～ 12:00

子育て中のパパさんと家族でハロ
ウィンを楽しみましょう。コスプレ・
ペイントでの参加も大歓迎。

親子
10組

1,000
円

市公
民館

簡単！缶詰
バランス料理

11/3（金）
10:00～ 12:00

買い物もお料理もちょっと億劫になっ
てきた方、おかずからデザートまで、
一緒にチャレンジしてみませんか。

16人 600 円
程度

市公
民館

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

【とき】 9 月 21日（木）　【参加料】無料
【ところ】真岡商工会議所（真岡市荒町 1203）
【申し込み】9月 20 日（水）午後 5時までに下記
窓口または電話受付
①とちぎジョブモール巡回セミナー①とちぎジョブモール巡回セミナー
【とき】午前 10時 30分～正午
【内容】就活のマナー＆コミュニケーション
【講師】ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会②とちぎジョブモール巡回相談会
【とき】午後 1時～ 4時
【内容】就職活動・スキルアップに関するアドバイス、
　履歴書の書き方、面接の受け方、職業適性診断
③とちぎ生涯現役シニア応援センター③とちぎ生涯現役シニア応援センター
　ぷらっと巡回相談会　ぷらっと巡回相談会
【とき】午後 1時～ 4時
【内容】セカンドライフ、ボランティアや就労など
の社会参加活動、生涯学習に関するアドバイス

【問い合わせ】商工観光課勤労者係 
　☎ 83-8134　FAX83-0199

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー巡回相談会＆巡回セミナー

根本山しぜん体験教室 
虫とり名人になろう虫とり名人になろう

　虫のつかみ方や網の使い方を修行し、虫とり名人
を目指します。捕まえた虫は、最後に逃がします。
【とき】9月23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】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】野外を歩きやすい服装、帽子、飲み物
　虫とり網、虫かご　【参加料】無料
【申し込み】9月9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）

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雅楽　東儀秀樹
【問い合わせ】文化課☎83-7731 FAX83-4070

真岡市文化祭ホール部門真岡市文化祭ホール部門
開催日程について開催日程について

【とき】◆ 10月 21日（土）  ダンスと音楽の祭典
　　　 ◆ 10月 22日（日）  民舞吟大会
【ところ】市民会館　大ホール
先日発行したチラシについて、内容に誤りがありました。正
しくは上記のとおりとなります。お詫びして訂正いたします。

【問い合わせ】文化課☎83-7731 FAX83-4070

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業
よしもと秋のお笑いまつりよしもと秋のお笑いまつりin真岡in真岡
【とき】11月 4日（土）　
　午後 7時開演 （午後 6時 15分開場）
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】前売り 3,500 円、当日 4,000 円
　※真岡市芸術鑑賞会員は500円引き。
　　ただし、市民会館での購入時に限る。
　※当日券は前売りで完売しなかったときのみ販売
　※ 5歳以上有料、４歳以下膝上無料（お席が必要
　　な場合は有料）　※全席指定
【チケット発売日】◆真岡市芸術鑑賞会会員先行発売中
　◆一般発売：9月 10日（日）午前 9時から
　（電話予約は午後 1時から）　※初日は一人4枚まで
【出演】トレンディエンジェル /おかずクラブ /トー
タルテンボス /ほか

【プレイガイド】市民会館  ☎ 83-7731（日・祝日
を除く 8：30～ 17：15）、チケットよしもと ☎
0570-550-100【コード：105760】、チケットぴあ 
☎ 0570-02-9999【コード：481-536】、ローソン
チケット ☎0570-084-003【コード：31665】

【問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座 手ごねパン講座（初級コース）
　手ごねパンの基本、動物パン、ちぎりパンの作り
方を学びます。
【とき】10月 11日、18日、25日（毎週水曜日、
全 3回）午前 10時～午後 0時 30分

【ところ】市公民館 真岡西分館 調理室
【対象】市内在住または勤務の方　12人（申し込み
多数の場合は抽選、過去に受講した方は対象外）

【受講料】2,000 円（3回分）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、飲み物、【持ち物】エプロン、三角巾、手拭用タオル、飲み物、
　筆記用具、パンを持ち帰る大きめの容器か深めの空箱　筆記用具、パンを持ち帰る大きめの容器か深めの空箱
【申し込み】9月14日（木）までに下記窓口、電話窓口、電話
（午前8時30分～午後5時15分）、ＦＡＸにて（午前8時30分～午後5時15分）、ＦＡＸにて受付受付
【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）

「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】9月 17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】『骨粗しょう症予防食』　
【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

ミニバスケットボール教室ミニバスケットボール教室
【とき】10月 1日、8日、15日、22日、29日
　（毎週日曜日、全 5回）午前 10時～正午
【ところ】物部地域体育館（高田 2645)

秋の子どもドッジボール教室秋の子どもドッジボール教室
【とき】10月 7日、14日、21日（毎週土曜日、
全 3回）午前10時～正午　【ところ】附属体育館

共通事項共通事項
【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】9月 13日（水）受付開始
　電話（平日午前 9時～午後 5時 15分）・FAX・
　Eメールにて下記へ申し込みください。
【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

第2回文化財めぐり 第2回文化財めぐり 栃木県立博物館企画展栃木県立博物館企画展
「中世宇都宮氏 頼朝・尊氏・秀吉「中世宇都宮氏 頼朝・尊氏・秀吉

を支えた名族」を訪ねるを支えた名族」を訪ねる
【とき】10月11日（水）午前 9時集合・出発
　午後５時解散（集合：久保講堂南側駐車場）
【行き先】二宮尊徳記念館、栃木県立博物館
【対象】市内在住・在勤の方40人（申込多数の場合は抽選）
【参加料】1,000 円　※当日集金
　※障がい者とその介護者 1名は無料
【申込方法】9月15日（金）消印有効 ※記入不備は無効
　往復はがきで申し込み（1通当たり2人まで申込可能）
〈返信表〉返信先の郵便番号、住所、名前を記載〈返信表〉返信先の郵便番号、住所、名前を記載
〈往信裏〉全員の住所、名前、電話番号、生年月日、〈往信裏〉全員の住所、名前、電話番号、生年月日、
　障がい者手帳をお持ちの方は「障がい者手帳有    　障がい者手帳をお持ちの方は「障がい者手帳有    
　り」等を記載。市外の方は勤務先も記載。　り」等を記載。市外の方は勤務先も記載。
〈往信表〉〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地　〈往信表〉〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地　
　真岡市教育委員会 文化課文化財係「第 2回文　真岡市教育委員会 文化課文化財係「第 2回文
　化財めぐり」担当　化財めぐり」担当
〈返信裏〉何も記載しないでください。〈返信裏〉何も記載しないでください。
【その他】昼食は現地でご自由にお取りください。
　動きやすい服装でご参加ください。雨天決行。
【申し込み・問い合わせ】文化課文化財係 
　〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地  
　☎ 83-7731 FAX83-4070


