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講座講座
ハンギングバスケット講座

～冬の草花で彩ろう～
　根付の草花をスリットバスケットの中に植え込み
します。掛け吊るして飾ることができる空中花壇です。
【とき】12月 2日（土）午後 1時～ 3時 30分
【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
【受講料】3,500 円（材料代）
【持ち物】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
【申し込み】現在受付中、下記窓口または電話受付
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎ 84-6781 FAX84-6936（日・月曜・祝日休）

親子料理教室親子料理教室
～クリスマスをホームパーティーで～～クリスマスをホームパーティーで～
　鶏手羽のさっぱり煮、豆腐のおかずケーキ、ミッ
クスビーンズサラダ、フルーツポンチを作ります。
【とき】12月 2日（土）　午前 9時 30分～午後 1時
【ところ】二宮コミュニティセンター　調理室
【対象】市内在住の小学生とその親または祖父母 先着30人
【持ち物】エプロン　ふきん　室内履き（子どものみ）
【参加料】大人350円、子供250円（材料代）
【申し込み】11月 13日（月）8時 30分から電話受付
【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
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おやつ作り教室
絵本でひらめく「わたしのおしゃれケーキ」

　スクエア型ケーキとカップ入りケーキを作ります。
【とき】12月 10日（日）午前 9時 30分～正午頃
【ところ】市公民館 二宮分館 調理室
【対象】市内在住の小学生 先着14人
　（小学 3 年生以下は保護者同伴）
【受講料】600 円程度（材料代）
【持ち物】エプロン、三角巾、泡立て器（お持ちの方）
＜共通事項＞
【申し込み】11月 14日（火）から下記窓口または
　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】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

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/

≪11月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

28日（火）

9:00 ～ 9:50 真岡税務署
10:30～11:30 ＪＡはが野　真岡支店
13:15～14:45 SABIC ジャパン合同会社
15:45～16:30 常陽銀行　真岡支店

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

第5回歴史教室の開催第5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】11月 18日（土）午後1時 30分～ 3時 30分
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）　小ホール
【講師】元二宮町史編さん室  専門員　浪江 健雄 氏
【演題】「水谷、戦国を生き抜く」
【申し込み】事前申込不要。当日会場にお越しください。
【問い合わせ】文化課  ☎ 83-7731 FAX83-4070

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】11月 24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】パステルアートで年賀状作り　【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申し込み
【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

高校生主催のクリスマスイベント高校生主催のクリスマスイベント
サンタと遊ぼうサンタと遊ぼう

　高校生ボランティアによるイベントです。サンタ
と一緒に歌やゲーム、プレゼント配布、記念撮影を
楽しみませんか。
【とき】12月16日（土）午後1時30分～3時（予定）
　※開場・受付は午後 1時から
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）　小ホール
【対象】市内在住または勤務の方の小学校低学年
　以下のお子さん（兄弟姉妹も参加可）　先着150人
　（子どもの参加者数）※必ず親子でご来場ください。
【参加料】プレゼント代として子ども 1 人につき
　400円（同伴の大人は無料）
【申込方法】11月 25日（土）までに、下記窓口へ
参加料をお持ちのうえ申し込みください。

【主催】「サンタと遊ぼう」実行委員会
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課（市公民館内）
　☎ 82-7151 FAX83-4070（日曜・祝日休）

2 0 1 7 サンタの贈り2 0 1 7 サンタの贈り物物
配達ボランティア募集配達ボランティア募集

　クリスマスに子どもたちへ夢を届けに行きませんか。
「サンタの贈り物」とは、小学 1年生以下のお子さ
んがいるお宅に、サンタクロースとしてプレゼント
をお届けする事業です。
【実施日】 12月24日（日）詳細は下記へ問い合わせ
【申し込み・問い合わせ】
　「サンタの贈り物」実行委員会事務局
　生涯学習課女性青少年係（市公民館内）
　☎ 82-7151　FAX83-4070（日曜・祝日休）

根本山しぜん体験教室
小枝小枝ととマツボックリのクラフトマツボックリのクラフト
～クリスマスオーナメントを作ろう～～クリスマスオーナメントを作ろう～
　雑木林で小枝やマツボックリを拾ってきて、クリ
スマスに使えるすてきな飾りを作ります。　
【とき】11月23日（木・祝）午前9時 30分～正午
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天決行
【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）　【参加料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、帽子、木工用ボンド、
クレヨン、ビニール袋、お手拭き

【申し込み】11月11日（土）午前8時30分から電話受付
　※23日は、午前中のみ野鳥クラフトをお休みします。
【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）

  クリスマスファミリーコンサートクリスマスファミリーコンサート
　お子さんと一緒に楽しいクリスマスを過ごしませんか。
【とき】12月 2日（土）　午前 10時 30分から
【ところ】第一子育て支援センター
【対象】就学前のお子様とその保護者　【参加料】無料
【内容】サンタクロースと歌おう、ピアノ連弾など
【出演】「響和会」小倉伸一氏ほかメンバー
【申し込み】不要。直接会場へお越しください。
【問い合わせ】第一子育て支援センター
　☎ 84-1545 （FAX兼）

第8回第8回  にのみや地区公民館まつりにのみや地区公民館まつり
【とき】11月 19日（日）午前9時～午後3時頃
【ところ】二宮コミュニティセンター　※雨天決行
【駐車場】生涯学習館（旧二宮文化会館）
【内容】芸能発表、二宮地区の園児・児童・生徒・
愛好会等による作品展示、地域公民館対抗玉入れ
大会、模擬店、子どもお楽しみコーナー、カレー
ライスの無料配布など

【主催】にのみや地区公民館まつり実行委員会
【問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎ 74-0107 FAX74-0187（日・月曜・祝日休）

第24回第24回  真岡地区公民館まつり真岡地区公民館まつり
【とき】11月19日（日）午前9時30分～午後2時頃
【ところ】青年女性会館　※雨天決行
【駐車場】国道294号バイパス沿い広場（青年女性会館東側）
【内容】地域芸能発表会、地域芸能作品展、地域物
産店、抽選会

【抽選会】午後 1時開始予定。抽選会に参加する方
は、真岡地区内のご家庭に配布したチラシに付いて
いる抽選引換券を切り取ってお持ちください。
　（抽選券の引き換え受付は、午前 9時 30 分から
午後 0時 30分まで）

【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 親子でクリスマスリース作り
　自然の材料を使ってクリスマスリースを作ります。
【とき】12月10日（日）午前9時30分～11時30分頃
【ところ】にのみや野外活動センター
【対象】市内在住の小学生と保護者　先着10 組
【受講料】1組 200 円程度（材料費）
　※参加人数により変更します
【持ち物等】帽子、長袖、長ズボン、運動靴、軍手、 飲み物
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花のある暮らし
クリスマスリース作り

  ブリザーブドフラワーを使ってクリスマスリースを作ります。
【とき】12月2日（土）　午後1時30分～3時30分
【ところ】市公民館大内分館 （大内農業構造改善センター）
【対象】市内在住または勤務の成人の方  先着 20人
【受講料】2,000 円（材料代）
【持ち物】園芸用ハサミ、新聞紙
【申し込み】11月 11 日（土）から下記窓口または
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）

　　真岡市民会館自主事業　　真岡市民会館自主事業
森 昌子コンサート森 昌子コンサート

【とき】1月 20日（土）午後 3時開演
　（午後 2時 30分開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【入場料】全席指定　前売・当日共
　SS席 6,000 円　S席 5,500 円　A席 5,000 円
　（真岡市芸術鑑賞会員は市民会館購入時のみ500円引き）
　※未就学児入場不可
【チケット発売日】◆芸術鑑賞会員先行発売 11 月
16 日（木）午前 9時から（詳細は下記問い合わ
せまで）◆一般発売 11 月 19 日（日）午前９時
から（電話予約は午後１時から）

【プレイガイド】市民“いちご”ホール（市民会館） 
☎ 83-7731（日・月・祝日を除く8：30～17：15）、
FKDインターパーク宇都宮☎028-657-6534、
FKDショッピングプラザ宇都宮☎028-623-5269、
チケ探（インターネット販売）http://ticketan.net/

　パソコン・スマートフォンから予約・購入可
　クレジットカード決済、一部コンビニ決済・発券可
【問い合わせ】市民“いちご”ホール（市民会館）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休）

まちかど美術館まちかど美術館
開館時間の変更のお知らせ開館時間の変更のお知らせ

　11月 1日から 2月末まで開館時間が、午前 9時
から午後 5時（最終入館午後 4時 30分）に変更に
なりました。常設展示室（2階）、市民ギャラリー（３
階）が対象となります。なお、久保記念観光文化交
流館、美術品展示館は開館時間の変更はありません。
【問い合わせ】文化課文化振興係☎83-7731 FAX83-4070

●自閉症支援セミナー
発達障害の特性とその支援～言葉の使い方の大切さを
学ぶ～【とき】11月 23日（木・祝）13:30 ～ 16:00（受
付 13:00）【ところ】とちぎ健康の森 講堂（宇都宮市
駒生 3337-1）【講師】筑波大学副学長・附属学校教
育局教育長 宮本信也 先生【参加費】一般 1,000 円
/ 学生 800 円（学生証提示要）【主催】栃木県自閉症
協会【申し込み】①～④を記入し、FAX(028-612-
7610) またはＥメール（asj-tochigi@wonder.ocn.
ne.jp）へ送信ください。①氏名（ふりがな）②一般
/学生 /会員のいずれか③連絡先④保護者 /専門職 /
その他の所属のいずれか

みんなのひろば

●平成 29年分年末調整説明会
【とき】11月 30日（木）1:30 ～ 15:15
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【内容】年末調整のしかたや給与所得の源泉徴収票等
の法定調書の作成方法など【問い合わせ】真岡税務署 
法人課税部門☎ 82-2115（自動音声案内②）【その他】
説明会では事前に送付しました「年末調整のしかた」
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の
手引き」などのパンフレットを用いて説明しますので、
出席の際はお持ちください。年末調整関係用紙、法定
調書の用紙が不足の場合は会場でお渡ししますので、
受付に申し付けください。
●消費税軽減税率制度説明会
【とき】11月 30日（木）15:30 ～ 16:30
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【内容】消費税の軽減税率制度について【問い合わせ】
真岡税務署 ☎ 82-2115（自動音声案内②）【その他】
資料は、当日配布します。説明会終了後のアンケート
のご協力お願いします。
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【とき】12月 13日（水）、27日（水）、2月7日（水）、
22日（木）、3月1日（木） 午前9時～正午頃 （全5回）

【ところ】市公民館大内分館　調理室
【対象】市内在住または勤務の方　先着 8人
【内容】そば打ち（打ったそばは持ち帰ります）
【受講料】1回1,200円（材料代）、600g（4人前）試食あり
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、そばを持ち帰る容器
【申し込み】11月 14 日（火）から下記窓口または
　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】市公民館大内分館
　☎ 82-2704 FAX83-6147（日・月曜・祝日休）

年越しそばを打ってみませんか
そば打ち教室


