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１月２２日（金）、美原の県立県北体育館サブアリーナで健康長寿都市推進委員会主催による「体力づく
り実技研修会」が開催されました。参加者５４名は２班に分かれ、市体育指導委員による指導を受けながら、
目標球にゴム製のボールをより近く投げる「室内ペタンク」や「スポーツ吹き矢」に爽やかな汗を流してい
ました。

市民憲章 わたしたちは 歴史と伝統を生かし よい風習をそだて 大田原を文化の高いまちにしましょう
市役所総合案内

国民の祝日には国旗を掲揚しましょう
国旗セット購入のお問い合わせは
総務課総務防災係
(２３)１１１１まで
（見本が総務課総務防災係にあります）

今月の納付
国民健康保険税９期
後期高齢者医療保険料８期

●主な内容●

代 (２３)１１１１

３月１日（月）納期限
３月１日（月）納期限

納税は口座振替が便利です

通常業務（平日：月〜金曜日）午前８時30分〜午後５時30分

大田原市ホームページアドレス
http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/

ＱＲコード対
応端末をお持
ちの方はこち
らの画像をご
利用ください
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◆大田原市長選挙
◆須賀川地区「へき地巡回診療」
◆学校教育
◆新型インフルエンザワクチン接種
◆広報おおたわらモニター募集
◆消防団員募集 ほか
イベント特集

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 ページ

お知らせ
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●住まい・暮らし（７）
●健康・福祉（８〜９）
●子育て（９〜10） ●年金（10） ●スポーツ（10〜11）
●教育・文化・教養（11〜12）
●産業（12）
図書館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12ページ

ハーモニーホール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13ページ

フォトスケッチ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14ページ

会議室

１階１０２会議室

議会棟第１会議室
市民ロビー

市役所
駐車場

選挙公報の配布

駐車場

13

投票の諸制度をご利用ください

●点字投票
目が不自由な方は︑﹁点字投票﹂
をご利用ください︒各投票所に
は︑点字器を備えてあります︒
●代理投票
身体が不自由などによりご自分
で候補者の氏名を書くことがで
きない方は︑投票所の係員によ
る﹁代理投票﹂をご利用くださ
い︒
︵ただし︑本人が投票所まで
おいでいただくことが必要です︒
︶

郵便等による不在者投票

両下肢機能・体幹機
能・移動機能などの
障害

１級
２級

心臓・じん臓・呼吸 １級
器・ぼうこう・直腸・ ３級
小腸などの機能障害

歩行が困難な方のうち︑次の①
または②の要件に該当する方は︑
事前に選挙管理委員会で﹁郵便等
投票証明書﹂の交付を受けて︑自
宅で投票することができます︒
①身体障害者手帳をお持ちで︑次
の表の障害名について︑その等
級に該当する方

等級

②介護保険の要介護者で要介護５
の方
※なお︑郵便等による不在者投票
は事前に﹁郵便等投票証明書﹂

障害名

期日前
投票所
玄 関

生かそう！ あなたの大切な一票

63

駐車場
議会棟玄関

期日前
投票所
黒羽庁舎

正面玄関
エレベーター

３月 日 ︵ 日 ︶ は
大田原市役所

候補者の人物や政見を知ってい
ただくため︑選挙公報を配布します︒
新聞折り込みのほか各支所︑出
張所︑各地区公民館に備え付ける
予定ですのでご利用ください︒

１級
２級
３級

免疫の障害
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21
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大田原市長選挙の投票日です

湯津上庁舎

期日前
投票所

ー 投票時間は午前７時から午後８時まで ー

30

本年４月７日任期満了に伴う市
認できればその場で入場券を再発
長選挙は︑３月７日︵日︶に告示
行し投票ができます︒投票所の係
され︑３月 日︵日︶に市内 の
員にお申し出ください︒
投票所で午前７時から午後８時ま
で投票が行われます︒
期日前投票は３月８日 ︵月 ︶から
みんなで投票に出かけ
ましょう︒
投票日当日に投票区内にいても
仕事や冠婚葬祭などの用事のある
方︑レジャーや買い物などで投票
投票ができる方
区外にお出かけの方︑出産や入院
平成２年３月 日以前に生まれ
の予定のある方など︑当日投票所
た方で︑平成 年 月６日以前か
に行くことができない方は︑﹁期
ら︵転入者については︑同日まで
日前投票﹂ができます︒
に転入届をした方︶大田原市に引
●期日前投票期間 ３月８日︵月︶
き続き住所︵住民基本台帳︶があ
〜３月 日︵土︶
り︑選挙人名簿に登録されている
●期日前投票時間 午前８時 分
方です︒
〜午後８時
ただし︑３月 日までに他の市
●
期日前投票所 大田原市役所︑
町村へ転出した方は︑投票所入場
湯津上庁舎︑社会福祉協議会黒
券が郵送されていても投票できま
羽支所
せんので︑ご承知ください︒
※
期日前投票は︑市内のどこにお
住まいでも前記３か所︑どこの
投票所入場券は３月８日に郵送
投票所でもできます︒
皆さんが投票できる投票所は︑
※
投票所入場券の裏面が期日前投
投票所入場券に記載してあります︒
票宣誓書︵兼請求書︶になって
入場券をご確認のうえお出かけく
いますのでご利用ください︒
ださい︒
※
入場券がお手元に届く前でも︑
なお︑入場券が届いていない場
期日前投票所に備えてある宣誓
合や紛失した場合でも︑本人と確
書を利用して投票ができます︒

社会福祉協議会黒羽支所

事務室
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の交付申請が必要です︒
すでに︑﹁郵便等投票証明書﹂
をお持ちの方の投票用紙の請求
は︑３月 日︵水︶までになり
ます︒詳しくは︑選挙管理委員
会事務局までお早めにお問い合
わせください︒
代理記載制度
﹁郵便等投票証明書﹂の交付を
受けている方で︑次の要件に該当
する方は︑代理記載人により投票
をしてもらうことができます︒
●利用ができる方
・身体障害者手帳の交付を受けて
いる方で︑身体障害者手帳に上
肢または視覚の障害の程度が﹁１
級﹂と記載されている方
・戦傷病者手帳の交付を受けてい
る方で︑戦傷病者手帳に上肢ま
たは視覚の障害の程度が﹁特別
項症から第２項症まで﹂と記載
されている方

須賀川地区で
﹁へき地巡回診療﹂を開始

求めることも禁止︒ルールを守っ
※支所︑出張所︑教育委員会事務
て︑明るい選挙を実現しましょう︒
局︵湯津上庁舎内︶︑水道庁舎
︵水道課︑下水道課︶の業務時
間も同様に午後５時 分までに
政治家や候補者などが選挙
変更になります︒
区内の人に︑お中元やお歳
●自動交付機の稼働時間
暮などの金品を贈ることは
・市役所本庁舎の平日の住民票︑
禁じられています
印鑑証明の自動交付機の稼動時
間はこれまでどおり午後６時
政治家や候補者などに選挙
分までで変更はありません︒
区内の人が︑お祭りや集会
・湯津上支所と黒羽支所の平日の
などの寄附や差入などの金
自動交付機の稼働時間は︑これ
品を求めることも禁じられ
までは午後５時 分まででした
ています
が︑４月からは本庁舎と同じ午
後６時 分まで延長します︒
政治家や候補者などから選
※
土曜日︑日曜日︑休日の稼働時
挙区内の人は︑祝儀や餞別
間は︑これまでどおり午後５時
などの金品を受け取っては
までで変更はありませんので︑
いけません
ご注意ください︒
■問い合わせ
総務課人事研修係
︵２３︶８７０２
■問い合わせ
選挙管理委員会事務局
︵２３︶８７１５

４月１日から
市役所の終了時刻が
午後５時 分までに変わります
本市職員の勤務時間が国家公務
員に準じて改正されることに伴い︑
市役所の通常業務の終了時刻が次
のとおり変わります︒

19

●２月・３月診療日 ２月 日︑
３月９日︑３月 日
●受診患者 １回当たり 人程度
●対象者 次の条件を満たす方
①大田原赤十字病院に通院してい
る方︵病院本体との医療連携を
図るため︶
②世帯構成・交通の便などにより︑
通院することが著しく困難な方
③診療場所に来られる方
④高血圧︑糖尿病などの慢性疾患
患者
⑤血圧測定︑薬の処方などの簡単
な診療で済む方
⑥症状が安定している方︵２週間
に１回程度の定期的な診療で済
む方︶
※事前に︑日赤のへき地巡回診療
担当医師による受診可否の判断
が必要になります︒
●その他 実際に診療の様子を見
学されたい方は︑お気軽に診療
場所に来てご覧ください︒

23

■問い合わせ
健康政策課健康政策係
︵２３︶８７０４
須賀川出張所
︵５７︶０１１１

23

10

須賀川出張所での診療
の様子

15
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須賀川地区は︑平成 年５月末
に地元開業医が閉院され︑市内で
唯一の無医地区になっています︒
当地区の医療を確保する対策と
して︑平成 年１月 日から大田
原赤十字病院が﹁へき地巡回診療﹂
を開始しました︒
●診療日 １月 日から隔週火曜
日︵２週間に１回︶
●診療時間 午後１時〜２時
●診療場所 須賀川出張所会議室
●診療内容 一般診療・健康相談
12

滞在地での不在者投票
住所が大田原市にあり︑出張な
どで長期間他の市町村に滞在して
いる方は︑郵便により投票用紙を
請求し︑滞在地の選挙管理委員会
で不在者投票をすることができま
す︒詳しくは︑選挙管理委員会事
務局までお問い合わせください︒
みんなで守ろう﹁三ない運動﹂
贈らない！ 求めない！ 受け
取らない！

変更前︵平成 年３月 日まで︶
午後５時 分
←
変更後︵平成 年４月１日から︶
午後５時 分
31

10

政治家の寄附は禁止︒有権者が

22

22

30

22

贈らない！

求めない！

受け取らない！

30

12

15

30
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特別支援教育
充実のために
学習相談員
19

文部科学省の調査︵平成 年５
月︶では︑通常学級にもＬＤ︵学
習障害︶︑ＡＤＨＤ︵注意欠陥性
多動障害︶︑高機能自閉症等の発
達障害の児童が６・３％程度の率
で在籍していると言われています︒
本市では︑発達障害などで特別な
支援を要する児童生徒が在籍する
学級で︑担任一人では指導が困難
とみなされる場合に︑その学級に
学習指導員を配置しています︒学
習相談員が支援を行うことで︑発

30

■大田原市の学校教育②

市非常勤教育職員の活動
前号︵２月１日号︶に引き続き︑本市
の学校教育の特色について紹介します︒
今号は︑市採用の非常勤教育職員の活
動紹介です︒本市では︑基礎学力の向上
と規範意識の醸成を目指した特色ある教
育活動や特別支援教育の推進︑児童生徒
問題防止のため︑次のような職員を配置
し︑充実した教育環境づくりに努めてい
ます︒

英語活動指導員

30

特色ある教育活動
展開のために

﹁フォーユープロジェクト﹂と
呼ばれる本市独自の特色ある事業
です︒小学校４年生の学習内容が

達障害のある児童生徒の生活も落
ち着き︑学習の効果が上がるだけ
でなく︑学級担任が指導に余裕を
もつことで学級全体も落ち着いて
意欲的に学習にのぞめるようにな
るという声も学校関係者から寄せ
られています︒

学校介護助手

学校生活において︑介護が必要
な児童生徒の介助のため︑介護福
祉士の免許や正・准看護士免許な
どをもった学校介護助手を配置し
ています︒配置数は多くはありま
せんが︑児童生徒の安全な学校生
活に貢献しています︒

問題を解消する意味で︑１学級の
在籍児童数が 名以上の場合︑担
任などが行う学習指導や生活指導
の補助のために支援助手を配置し
ています︒一人一人の児童に目配
りし︑早く小学校へ適応できるよ
う支援しています︒

今年度︑本市には複式学級︵同
一学級に２個学年を収容して編成
する学級︶のある学校が２校３学
級あります︒学年が違うため︑学
習指導面でさまざまな支障が出て
きます︒そうした課題を解消する
意味で︑指導員を配置し︑複式学
級でも通常学級のような学習指導
が受けられるようにしています︒

小学校教育活動指導員
︵複式解消指導員︶

30

英語の学習の様子

つまずきやすい内容が多かったり︑
本市は平成 年から英語教育特
問題行動が小学校４年生より急増
区に認定されました︒小学校でも
したりするなどの各種調査をもと
英語活動が可能となり︑１年生か
に︑児童への学習指導︑生活指導
ら６年生まで英語を学習していま
の補助を目的に支援助手を配置し
す︒英語の専門性のある英語活動
ています︒４年生の学級で︑１学
指導員と学級担任が協力して指導
級の在籍児童数が 名以上である
に当たるため︑児童たちに英語に
ことが配置の基準となっています︒
興味をもってもらえるような活動
一人ひとりの児童にきめ細やかな
が可能となっています︒学習指導要
指導を行い︑学習でのつまずき解消
領の改訂により︑今後︑小学校５・
と規範意識の醸成を目指しています︒
６年生は外国語活動として全国的に
学習することになりますが︑本市で
小一 支援助手
は︑小学校１年生から４年生までも
一般に﹁小１プロブレム﹂と言
引き続き英語活動を行っていきます︒
われる小学校１年生の不適応があ
小四 支援助手
ります︒現在︑幼稚園・保育園と
小学校のカリキュラムなどの違い
から小学校生活に適応できない児
童が多いと言われています︒その
17

30

算数︵数学︶支援助手
本市すべての小・中学校の算
数・数学の授業において︑Ｔ・Ｔ
︵ティームティーチング︶や少人
数指導が可能になるよう︑支援助
手を配置しています︒学級担任
︵教科担任︶の先生と連携して児
童︵生徒︶を観察することで︑児
童︵生徒︶のつまずきに早く気づ
き︑支援でき
たり︑課題学
習では︑グル
ープによる少
人数指導が可
能となったり
と︑各学校で
工夫して活動
しています︒
算数の学習の様子
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児童生徒の問題
早期発見・早期対応のため
学校教育相談員
適応指導教室相談員
スクールカウンセラー

校児童の相談・支援を行っています︒
●スクールカウンセラー
学校教育における不登校やいじ
め︑発達障害などへの対応が迅速
かつ適切に行われるよう支援して
います︒さまざまな児童生徒の問
題に対し︑保護者や学校の要望に
応じて相談にのったり︑専門的な
アドバイスをしたりしています︒

外国人子女相談員

教育委員会では︑こうした非常
勤教育職員の質の向上を目指し︑
研修会を開いたり︑授業などを参
観・助言したりしています︒
今後とも本市の各学校の教育力
がさらに向上することを目指し︑
市非常勤教育職員を十分に活用し
た取り組みを進めていきます︒

さらなる教育力向上を目指した
効果ある非常勤教職員の配置と研修
本市では︑このような多くの非
常勤教育職員が勤務しています︒
こうした市の特色ある非常勤教職
員の配置が落ち着いた教育環境や
学力向上に貢献しているという意
見が市基礎学力向上研究委員会で
の話し合いでも多数挙げられまし
た︒
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︵９８︶７１１３

広報おおたわらモニター募集

●内 容 毎月２回発行している
﹁広報おおたわら﹂に対する評
価︑要望︑意見などをお聞きし
ます︒
●任 期 ４月から１年間
●応募資格 市内にお住まいの
歳以上の方
●募集人員
名
●応募方法 ２月 日︵金︶まで
に秘書課まで電話でお申し込み
ください︒応募者多数の場合は
抽選になります︒
■申し込み・問い合わせ
秘書課広報広聴係
︵２３︶８７００

20

できます︒
■問い合わせ
市新型インフルエンザ相談窓口
︵２３︶９３２１
健康政策課健康危機管理係
︵２３︶８７０４

■問い合わせ 学校教育課学校教育係
・申請・交付時間 午前９時〜正
午︑午後１時〜５時
・交付方法 本人確認ができる書
類︵各種健康保険被保険者証・
運転免許証など︶を持参のうえ︑
申請してください︒
※非課税世帯の判定については︑
平成 年１月１日時点で本市に
住所のある方しか確認できませ
ん︒それ以降に転入した方は︑
従前の住所地で非課税世帯であ
ることを確認できる書類を取得
する必要があります︒
●償還払いによる助成
口座振込により被接種者に直接
接種費用を助成します︒市役所
南別館２階会議室へワクチン接
種の領収書・銀行などの口座番
号のわかる書類・印鑑を持参し︑
申請してください︒
※﹁費用負担軽減対象者証明書﹂
交付申請︑償還払いによる助成
申請とも︑必要書類などがそろ
っていれば︑代理による申請も

26

本市の小中学校にも多くの外国
人子女が通学しています︒その中
で日本語能力が不十分である児童
生徒や保護者のため︑母語を用い
ながら学校教育に関する相談を受
けられるよう︑外国人子女相談員
を配置しています︒

なお︑すでに接種を受けてその
費用を支払っている方は︑﹁償還
払い﹂︵接種を受けた方に市から
直接費用を助成︶で助成を受ける
ことができます︒
●支払免除となる接種の受け方
市が発行する次の証明書を医療
機関に提出することで︑医療機
関での支払いが全額免除されます︒
︻生活保護世帯︼福祉課が発行す
る﹁生活保護受給証明書﹂
︻住民税非課税世帯︼健康政策課
が発行する﹁費用負担軽減対象
者証明書﹂
●﹁費用負担軽減対象者証明書﹂
の交付申請手続き
・申請・交付場所 市役所南別館２
階会議室︑湯津上支所︑黒羽支所

10

不登校やいじめなどをはじめと
する児童生徒の問題に対応するた
めにもさまざまな非常勤教育職員
が配置され︑多角的に支援を行っ
ています︒
●学校教育相談員
児童生徒の悩み全般に対応する
ため︑すべての中学校と中・大規
模の小学校に配置しています︒
●適応指導教室相談員
適応指導教室﹁すばる﹂で不登

新型インフルエンザの
ワクチン接種
健康な成人などへの接種開始
１月 日から︑健康な成人と︑免
疫がつきにくいとして優先接種対象
者から除外されていた０歳児につい
て︑新型インフルエンザワクチンの
接種が開始されました︒医療機関に
予約のうえ接種してください︒

生活保護・住民税非課税
世帯には接種費用を助成

29

生活保護世帯・住民税非課税世
帯の方は︑次のとおり手続きをし
たうえで接種してください︒

平成22年２月15日号

5
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消えるまで ゆっくり火の元 にらめっこ

春季全国火災予防運動

平成 年度全国統一標語

３月１日︵月︶
〜７日︵日︶

消防団員募集

●林野火災防火対策
春先になると︑風の強い日が多
風の強い日は焚き火
く︑空気が乾燥した日が続くため︑
をしない︒たき火を
火災が多く発生しています︒
するときは︑水バケ
この時季を迎えるにあたり︑火
ツなどを準備し︑そ
災予防思想を一層普及して火災の
の場を離れない︒
発生を防止し︑高齢者などの死者
の発生を減少させ︑財産の損失を
防ぐため︑﹁春季全国火災予防運
動﹂が展開されます︒

重点目標
○住宅防火対策の推進
○放火火災・連続放火火災予防対
策の推進
○林野火災予防対策の推進

サイレンの吹鳴
春季火災予防
運動期間中に︑
サイレンを吹鳴
します︒火災の
発生とお間違え
ないようにご注
意ください︒
●吹鳴期間 ３月１日︵月︶〜７
日︵日︶の７日間
消防団は︑自分の仕事を持ちな
がら﹁自らの地域は自らの手で守
る﹂という郷土愛護︑社会奉仕の
精神で活動し︑地域における消防
防災のリーダーとして︑住民の安
全と安心を守る重要な役割を担っ
ています︒
近年︑住民の連帯意識の希薄化
や人口の過疎化︑産業・就業構造
の変化などに伴い︑消防団員は減
少傾向にあり︑より多くの方の入
団が望まれています︒
市内に住所を有し︑ 歳以上
歳までの方で︑心身ともに健康で

45
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消防団消防操法競技会にて

自分が育ったまち︑自分が暮ら
すまち︑そして自分が働くまち︒
そんなかけがいのない︑大切な
まちを一緒に守りませんか︒
地域を知るあなただからできる
ことがたくさんあります︒

18

●吹鳴時間 午前７時︑午後６時
に 秒間
■問い合わせ
大田原地区広域消防組合
大田原消防署
︵２２︶３１５２
消防署黒羽分署
︵５４︶１１４４
消防署湯津上分署
︵９８︶３２３５

15

■問い合わせ
大田原地区広域消防組合
総務課総務消防係
︵２２︶３００４
消防署黒羽分署
︵５４︶１１４４
消防署湯津上分署
︵９８︶３２３５

消防団員として活動していただけ
る方の入団をお待ちしています︒
●消防団員の身分・処遇
・消防団員は︑権限と責任を有す
る﹁非常勤特別職の地方公務
員﹂です︒
・階級に応じての年額報酬や退職
報償金︵５年以上勤務した場
合︶︑火災や訓練などの活動に
参加した場合の出場手当が支給
され︑公務災害補償などが受け
られます︒
●消防団員数
９１３名︵定数
１０３９名︶

●消防団の管轄地区
第１分団 大田原地区
第２分団 親園地区
第３分団 金田北地区
第４分団 野崎地区
第５分団 佐久山地区
第６分団 金田南地区
第７分団 黒羽地区
第８分団 川西地区
第９分団 両郷地区
第10分団 須賀川地区
第11分団 佐良土地区
第12分団 蛭田地区
第13分団 湯津上地区

防火対策
●住宅防火対策
・寝たばこは絶対にやめる︒
・ストーブは︑燃えやすい物から
離れた位置で使用する︒
・ガスコンロなどのそばから離れ
るときは︑必ず火
を消す︒
※全国的に火災によ
る死亡事故が多発
しています︒逃げ
遅れを防止するた
めにも︑﹁住宅用火災警報器﹂
を設置しましょう︒現在︑すべ
ての住宅に住宅用火災警報器の
設置が義務付けられています︒

自らの 地 域 は自らの 手で 守る！

合
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平成22年２月15日号

イベント特集・お知らせ

市民無料法律相談

■予約・問い合わせ
総務課文書法規係
（２３）８７０２

弁護士が無料で相談に応じます。予約が必要です
ので、総務課文書法規係まで電話でご予約くださ
い。
日時 ３月24日（水）午後１時30分〜４時
場所 大田原地域職業訓練センター
申込 ３月17日（水）〜23日（火）午前８時30
分〜午後５時30分（土・日・祝日除く）

栃木県弁護士会
有料法律相談

■予約・問い合わせ
栃木県弁護士会
0 2 8 (6 4 3 )2 2 7 2

予約が必要です。電話または弁護士会窓口（宇都
宮市小幡2-7-13）へ直接お申し込みください。
日時 ３月12日（金)午後１時30分〜
場所 大田原商工会議所
相談料 5,250円
申込 土・日・祝日を除く午前10時30分〜正午、
午後１時〜4時30分

7

平成22年２月15日号

10

２／
―▼３／７

人権擁護委員が名誉・信用の侵害、差別・いじめ
に関する相談を受け付けます。
◆大田原地区
日時 ３月15日（月）午前９時30分〜正午
場所 大田原市福祉センター
（２３）０２２３
◆湯津上地区
日時 ３月３日（水）午後１時〜４時
場所 佐良土多目的交流センター
（９８）３７１５
◆黒羽地区
日時 ３月16日（火）午前９時30分〜正午
場所 黒羽・川西地区公民館（黒羽庁舎２階）
（５４）０１８４

30

豊道春海翁顕彰事業
―

人 権 相 談

■問い合わせ
総務課総務防災係
（２３）１１１１

12 24

〜午後５時
●場 所 那須与一
伝承館 多目的ホ
ール
●出展作品 作品約
点・パネル約
点・ゆかりの品々
︵筆・硯︶など
﹁天意無私﹂
●入場料 無料
■問い合わせ
文化振興課文化振興係
︵２３︶８７１８

行政相談委員が国の行政全般についての相談や意
見・要望を受け付けます。
◆大田原地区
日時 ３月23日（火）午前10時〜午後３時
場所 大田原市福祉センター
（２３）０２２３
◆湯津上地区
日時 ３月３日（水）午後１時〜４時
場所 佐良土多目的交流センター
（９８）３７１５
◆黒羽地区
日時 ３月16日（火）午前９時30分〜正午
場所 黒羽・川西地区公民館（黒羽庁舎２階）
（５４）０１８４

本市出身の偉人を顕彰する事業
の一環として︑佐久山出身の豊道
春海︵ぶんどうしゅんかい︶翁の
展覧会﹃書家 豊道春海﹄を開催
します︒
春海翁は︑本市名誉市民第１号
であり︑文化功労者にも列せられ
る日本を代表する書家です︒
多くの方々のご来場をお待ちし
ております︒
●会 期 ２月 日︵水︶〜３月
７日︵日︶の 日間︑午前９時

● 相 談の窓 口

総合行政相談

■問い合わせ
秘書課広報広聴係
（２３）８７００

24

レジ袋の無料配布中止を延期する店舗

広報おおたわら２月１日号でレジ袋の無料配布
を中止する店舗をお知らせしましたが、次の店舗
は当面その実施を延期することになりました。
○スーパーダイユー黒羽店（大豆田）
○スーパーダイユー野崎店（薄葉）
■問い合わせ
生活環境課環境政策係
（２３）８７０６

公正証書(法律)
無料相談

■予約・問い合わせ
大田原公証役場
（２３）０６６６

遺言の公正証書、土地建物・金銭の貸借、離婚
給付、会社設立定款などについて、公証人が無
料で相談に応じます。予約が必要ですので、公
証役場まで電話でご予約ください。
日時 ３月24日（水）午前10時〜正午
場所 大田原地域職業訓練センター
申込 土・日・祝日除く午前９時〜午後５時

行政書士の
無料相談会

■問い合わせ
栃木県行政書士会
那須支部 厚木壽夫
090-4360-0840

遺言・相続の手続き、成年後見制度、内容証明
の作成、法人設立、自動車登録など、暮らしと
役所の諸手続きなどについて、行政書士が無料
で相談に応じます。
日時 ３月７日（日）午前10時〜午後３時
場所 大田原市勤労者総合福祉センター

お知らせ

３月の休日当番医
日
（曜日）

当

７日(日)
１４日(日)
２１日(日)
２２日(月)
２８日(日)

番

事前に当番医療機関に電話をしてから受診してください

医

所 在 地

青柳医院
吉成小児科医院
青柳医院
赤羽胃腸科外科肛門科医院
阿部内科

大田原市
黒磯那須地区

３月の 診 療日

●大田原市休日等急患診療所診療日
●黒磯那須地区休日等急患診療所診療日
■２診療所同時診療日

金
５
12
19
26

土
６
13
20
27

休日等急患診療所

日曜日、火曜日、水曜日
診 療 日 休日
お盆(8／14〜8／16)
年末年始(12／29〜1／3)
午後

診療時間

午後

黒磯那須地区
休日等急患診療所

日曜日、月曜日、木曜日
金曜日、土曜日
休日
年末年始(12／29〜1／3)
午後

午後

６時30分〜 ９時30分
所 在 地 大田原市若草1-832

７時〜10時
那須塩原市黒磯幸町8-10

電話番号 ０２８７(２３)６５００

０２８７(６３)１１００

(大田原保健センター隣接) (黒磯保健センター内)
大田原警察署
大田原
市役所

消防署
大田原小学校

案内図

白河信金
ボウリング場

室井病院
福祉センター

夜間等診療当番病院

福島整形外科病院

大田原
赤十字病院

大田原
大田原 女子高校
郵便局

黒磯中央町
滝田メディカル
郵便局
クリニック
黒磯
小学校

黒

木
４
11
18
25

称 大田原市

駅

水
３
10
17
24
31

■問い合わせ 健康政策課健康政策係
(２３)８７０４ 平日：午前８時30分 〜午後５時30分

磯

火
２
９
16
23
30

名

電話番号
(２２)２１２２
(２２)２４１２
(２２)２１２２
(２３)１１３１
(２８)００５３

中央２−１−２
新富町２−１−２２
中央２−１−２
城山２−５−２９
佐久山２０１８

休日等急患診療所

休日等急患診療所は、市民の健康
を守るために、那須郡市医師会の開
業医等が交代で、休日等の夜間の初
期救急患者の診療を行っています。
「急に熱が出てきた」「せきが出
て苦しそう」など、比較的軽い症状
のときは、まず休日等急患診療所を
ご利用ください。診察をしたうえで
詳しい検査や入院が必要な場合は、
速やかに救急指定病院等と連携して
適切な診療を行います。

日 月
１
７ ８
14 15
21 22
28 29

【診療時間】午前9時〜午後5時

黒磯那須地区
休日等急患診療所

大田原市
休日等急患診療所

大島内科小児科医院

【診療時間】午後5時30分〜翌朝午前8時30分
事前に当番病院に電話をしてから受診してください

曜日 病院群輪番制病院(一般) 曜日 小児救急拠点病院(小児) 大田原赤十字病院
日曜日 大田原赤十字病院
日曜日 大田原赤十字病院
住吉町2丁目7-3
0287(23)1122
月曜日 菅間記念病院

月曜日 国際医療福祉大学病院

火曜日 那須中央病院

火曜日 国際医療福祉大学病院

水曜日 菅間記念病院

水曜日 国際医療福祉大学病院

木曜日 那須中央病院

木曜日 菅間記念病院

金曜日 菅間記念病院

金曜日 国際医療福祉大学病院

土曜日 国際医療福祉大学病院 土曜日 菅間記念病院

那須中央病院
下石上1453

0287(29)2121

菅間記念病院

那須塩原市大黒町2-5

0287(62)0733

国際医療福祉大学病院
那須塩原市井口537-3

0287(37)2221

●とちぎ子ども救急電話相談●

●大田原赤十字病院電話相談●

お子さんが急な病気やけがで心配なとき、家庭で
の対処方法などを、経験豊富な看護師がアドバイス
します。
●相談時間 毎日 午後７時〜午後11時
●電話番号 ０２８−６００−００９９
携 帯 電 話
( プッシュ回線の方
) 局番なし ♯８０００

大田原赤十字病院では、ベテラン看護師による毎
日24時間体制での電話相談を行っています。
適切なアドバイスが受けられますので、まずは電
話でご相談ください。
●相談時間 毎日 24時間
●電話番号 ０７０−６５７１−８５３７

平成22年２月15日号
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とちぎ難病相談支援センター
医療相談
︻第 回 血液系疾患︼
●日 時 平成 年３月５日︵金︶
午後１時から４時まで
22

22

管理栄養士・保健師・看護師が子育てについての
相談を受けます。育児に関する悩みについて、お
気軽にご相談ください。

・身長と体重 親子健康手帳
3月9日
（火）大田原保健
測定
9:30〜 11:00 センター ・育児相談 (母子健康手帳)

10

︻第 回 神経・筋疾患︼
●日 時 平成 年３月７日︵日︶
午後１時から４時まで

乳幼児健康相談

●開催場所 とちぎリハビリテー
ションセンター １階 相談室
●担 当 自治医科大学附属病院医師
●申込方法 相談は予約制︒予約
受付時間は月〜金曜日午前 時
〜正午︑午後１時〜４時

登録後︑提供会員︵子どもを預か
■予約・問い合わせ
る方︶との顔合わせが済んでいれ
とちぎ難病相談支援センター
ば︑保育園・幼稚園・小学校・学
０２８︵６２３︶６１１３
童保育館などへの送迎や冠婚葬祭
︿問い合わせのみ﹀
など︑一時的に子どもを預けたい
市健康政策課成人健康係
ときに︑スムーズに対応すること
︵２３︶７６０１
ができます︒いざという時のため
に︑ぜひ会員登録をしてください︒
ファミリーサポートセンターが
開設してから２年半が経過します
ファミリーサポートセンター
が︑子どもを預けたい方︵依頼会
会員募集
員︶がたくさん増えています︒そ
ファミリーサポートセンターは︑ の一方で︑子どもを預かる方︵提
供会員︶が少ない状態です︒﹁子
﹁子育ての手助けをしてほしい方﹂
育ての手伝いをしたい﹂︑﹁空い
と﹁子育ての手伝いをしたい方﹂
ている時間に子どもを預かってみた
が会員となり助け合う組織です︒
い﹂など興味のある方は︑ぜひフ
事前の会員登録が必要ですが︑
ァミリーサポートセンターまでお
問い合わせください︒
●会員の要件
○提供会員︵子どもを預かる方︶
市内に居住し︑心身ともに健康
で子育てに関心のある方︵なお︑
会員登録後︑子どもを預かるま
でには︑センターが必要とする
講習会を受けていただくことに
なります︶
○依頼会員︵子どもを預けたい方︶
市内に居住または勤務している
方で︑おおむね６か月から小学
校３年生までの子どものいる方
○両方会員
提供会員と依頼会員の要件を満
たし︑子どもを預けることも預
かることもできる方
●会員登録 直接ファミリーサポ
ートセンターへお越しください︒

■問い合わせ
ファミリーサポートセンター
大田原市住吉町１︲８︲１９
子育てプラザ館内︵旧すみよ
し保育園︶
︵２０︶００２１
こども課子育て支援係
︵２３︶８９３２

一時保育センターをご利用ください

専業主婦の皆さん

﹁一時保育センター﹂は︑専業
主婦の方の外出やリフレッシュな
どのため︑子どもを一時的にお預
かりする事業です︒
●実施日時 月〜金曜日︵祝日は
除く︶午前９時〜午後５時
●実施場所 子育てプラザ館内
︵旧すみよし保育園︶
●対象児童 市内に住所を有し︑
満４か月以上から小学校就学前
の子ども
●利用回数 対象児童１人につき︑
１か月４回まで︑１回の利用時
間は４時間以内
●利用料金 １時間３００円︵申
込書の提出とあわせて納付して
いただきます︶
●その他 おやつ・飲み物・オム
ツなどは持ち込みとなりますの
で︑ご持参ください︒
●申込方法 利用希望日の前日の
午後４時までに︑こども課窓口
に申込書を提出してください︒
■申し込み・問い合わせ
こども課子育て支援係
︵２３︶８９３２
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■問い合わせ
こども課母子健康係 （２３）８６３４

健康ウォーキング

ストレッチや筋力トレーニングで身体をほぐし、
ウォーキングを行います。予約が必要ですので前
もって電話予約をしてください。

3 月 11 日
（木）黒羽保健 の指導による正 飲み物･帽
9:30 〜 11:30 センター しいウォーキン 子･タオル

健康運動指導士

グの方法・スト
レッチほか

■予約・問い合わせ
健康政策課成人健康係 （２３）７６０１

お知らせ

子育て支援情報

■問い合わせ

こども課子育て支援係

名称・開設時間・内容
子育てサロン
開設時間 9：00〜12：00
赤ちゃんから就園前までのお子さんと
保護者の交流の場です。

つどいの広場
開設時間 9：00〜14：00
就園前のお子さんと保護者が交流しな
がら、育児相談などを行う場です。

子育て支援センター
開設時間 9：00〜12：00
13：00〜16：00

親子交流の場の提供や子育ての悩みに
関する相談や適切なアドバイスを行い
ます。

場

（２３）８９３２

所

開設曜日

子育てサロンおおたわら

大田原保健センター

月曜日

子育てサロンのざき

うすばアットホーム

水曜日

子育てサロンゆづかみ

湯津上農村環境改善センター

火・木曜日

子育てサロンかわにし

川西高齢者ほほえみセンター

月・水曜日

つどいの広場

県北体育館幼児体育室

つどいの広場 さくやま

火・木・金
第２土曜日
月・水・金
旧さくやま保育園（佐久山小学校向かい） 第４土曜日

すみよし子育て支援センター

子育てプラザ館

くろばね子育て支援センター

くろばね保育園

しんとみ子育て支援センター

しんとみ保育園

県北体育館

毎週月
〜金曜日

● 各施設の利用にあたっては､ケガや事故防止のため､お子さんから目を離さないようお願いします｡

国民年 金 からのお 知らせ
◆基礎年金には国庫負担（国の税金）が含まれて
います
国民年金からは、老齢基礎年金のほか、障害基
礎年金、遺族基礎年金が支給されます。これらの
基礎年金には国庫負担（国の税金）が含まれてい
ます。
この国庫負担の割合が、法律改正により、平成
21年４月以後の加入期間について、これまでの３
分の１から２分の１に引き上げられています。
◆国庫負担率の引き上げと免除制度
40年間、国民年金の保険料を納めた方には、65
歳から79万2,100円（平成21年度価格・年額・以下
同じ）の老齢基礎年金が支給されます。仮に平成
21年４月以後の加入期間のみと考えた場合、その
半額の39万6,050円が国庫負担になっています。
一方、国民年金には、経済的に保険料を納める
ことが困難な方などのため、「保険料が免除され
る」制度があります。保険料免除では、所得の状
況によって、全額、４分の３、半額、または４分

の１の額の保険料 が 免 除 さ れ ま す 。 こ れ ら 全
ての免除期間について、保険料を納めたと
きと同額の国庫負担が支給されます。
また、国庫負担率の引き上げによって、免除期間
に関する老齢基礎年金の額が引き上げられていま
す。例えば、全額免除では、仮に、平成21年３月ま
での40年間保険料を免除された場合の額は26万
4,000円、平成21年４月以後の40年間保険料を免除
された場合の額は39万6,100円となります。
※ただし、若年者納付猶予制度と学生納付特例によって免
除された期間について追納しなかった場合、基礎年金の
受給権には反映されますが、老齢基礎年金の年金額には
反映されない「カラ期間」となっていますので、ご注意
ください。

老齢基礎年金は25年の資格期間を満たしていない
方には支給されません。これは、老齢基礎年金に含
まれる国庫負担を受ける大切な権利を失うことにつ
ながるわけです。くれぐれもご注意ください。
■問い合わせ
市国保年金課国民年金係

（２３）８９２８

大田原年金事務所

（２２）６３１１

27

30

45
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スキー・スノーボード
バッチテスト参加者募集

●日 時 ３月 日︵日︶
受付 午前８時 分〜８時 分
●場 所
エーデルワイススキーリゾート
カフェテリア カベル集合
●内 容
・スキー級別テスト １級〜５級
・スノーボード １級〜５級
●講 師 全日本スキー連盟公認
指導員
●対 象
歳以上
●参加費 ２０００円︵講習料︑
保険料を含む︶
●検定料
１級 ４０００円
２級 ３０００円
３級 ２５００円
４級 ２０００円
５級 １５００円
●申込締切 ２月 日︵土︶
●主 催 市体育協会スキー部
■申し込み・問い合わせ
太陽スポーツ
︵２２︶５４９５
︿問い合わせのみ﹀
スポーツ振興課市民スポーツ係
︵２２︶８０１７
18
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22

31

大田原
毎週
（２２）
２１０１
体育館 月
大田原
※募集要項・
30人 水・金曜日
教室
1,500円 申込書は県
午後６時30分
市武道館
〜８時
北体育館に
用意してあ
ります。

柔道教室の参加者募集

22

剣道教室の参加者募集

16

20

●対 象 平成 年度において︑
原則市内小学校１年生以上の児童
●練習日時・場所・費用など
左表のとおり
●申込締切 ３月 日︵水︶
■申し込み・問い合わせ
各教室︵左表のとおり︶

稲村宗一

︿問い合わせのみ﹀
スポーツ振興課市民スポーツ係
︵２２︶８０１７

出身中学校にお問い合わせくだ
●開設期間 ４月〜平成 年３月
さい︒県外中学校出身の方は︑
●練習時間・場所・費用 上表の
県立大田原東高等学校に請求し
とおり
てください︒
●対象者 小学生以上
●出願方法
●定 員 各教室 人
・中学校長が︑出願に必要な書類
●申込方法 ３月１日︵月︶から
に﹁調査書﹂を添えて提出します︒
各練習日に各練習場所で受け付
・中学校卒業後５年以上を経過し
けます︒各教室とも定員になり
た志願者︵平成 年３月以前の
次第締め切ります︒
卒業︶は︑本人が出願できます︒
■問い合わせ
この場合︑﹁調査書﹂の提出は
各教室︵上表のとおり︶
必要ありません︒
スポーツ振興課市民スポーツ係
●学力検査期日
︵２２︶８０１７
３月 日︵木︶
午前９時集合
●学力検査内容 国語・社会・数
学・理科・英語について基礎的
県立大田原東高等学校
な事項を総合して行います︒配
平成 年度定時制高校生徒募集
点は各１００点︒
●作文による受検 平成 年４月
●募集定員 普通科 名︵男女︶
１日現在で満 歳以上の志願者
●出願期間
については︑高等学校長の判断
３月 日︵金︶〜 日︵火︶
により学力検査を行わず︑作文
︵土・日曜日を除く︶
をもってこれに代えることがで
受付時間は午前９時〜午後３時︑
きます︒作文による受検を希望
日︵火︶は正午まで︒
する志願者は︑﹁作文による受
︵金︶
必着
※郵送の場合は︑
３月 日
検許可願﹂を﹁入学願書﹂とと
●出願書類
もに提出してください︒
・入学考査料納付票
●合格発表
・入学願書
３月 日
︵水︶
・受検票
午前 時
※その他必要に応じて︑自己申告書︑
■出願先・問い合わせ
中学校卒業後５年以上を経過した
栃木県立大田原東高等学校
志願者の志願理由書︑海外帰国子
〒３２４︲００５３
女等特別措置適用申請書︑中学校
大田原市元町１︲５︲４３
卒業証明書︑作文による受検許可
︵大田原女子高等学校と同じ︶
願を提出してください︒
︵２２︶２８０８
※用紙は中学校にありますので︑

平成22年２月15日号

11

18

10 24

50

40

16

12

22

12

和家良一
（５４）０２９９
黒羽体育館武道場

年6,000円
湯津上中武道館

石沢 進
（９８）２０７４

金田北中武道館

年12,000円
（〃）

羽田小体育館

問い合わせ
熊田九二雄
（２８）２８５０
小泉恒雄
（２２）３９８０
岸 晃一
（２３）０２４３
練習時間
毎週火・土曜日
大田原教室 午後６時30分〜８時
毎週火・金曜日
金田教室
午後７時〜９時
毎週月・水・金曜日
市野沢教室
午後７時〜８時30分
・毎週水曜日
午後６時30分〜８時
湯津上教室
・毎週金・土曜日
午後７時30分〜９時
毎週水・土曜日
黒羽教室
午後６時30分〜８時30分

大田原武道館

費 用
年15,000円
（父母の会会費）
年15,000円
（〃）
年12,000円
（〃）
練習場所
教室名

平山正彦
月
2,000円 （２８）
０５５９
毎週
15人 火・木・土曜日 親園中
午後６時30分 武道館
〜８時
親園
教室

申し込み
用 問い合わせ
練習場所 費
練習日時
教室名 定員

16

23

お知らせ・図書館

31

12

22

県立なす風土記の丘資料館

50

23

学芸嘱託員募集

●募集人員 学芸嘱託員 １名
●資格要件 次の① 〜
⑤すべてに
該当する方
① 昭和 年４月２日以降に生まれた方
②大学・短大において考古学など
の歴史系分野を専攻した方
③学芸員︵補︶の資格を有する方
④パソコン操作のできる方
⑤普通自動車運転免許を有する方
●職務内容 文化財資料の調査︑
研究︑保護および活用︑啓蒙普
及事業︑資料館の運営に関わる
展示︑解説︑事業企画︑パンフ
レット作成︑事務
●任用期間 平成 年４月１日〜
平成 年３月 日︵１年間︶
那珂川町非常勤職員の勤務条件
※
等に関する要綱により更新あり
●選考方法 書類審査・筆記試験
︵作文８００字以内︶・面接
●試験日時 募集締め切り後︑応
募者に連絡︒
●試験会場 栃木県立なす風土記
の丘資料館小川館︵那珂川町小
川３７８９︶
●募集期間 ２月 日︵金︶〜３月
日︵木︶︵郵送時︑３月 日︵木︶
当日消印有効︶
●提出書類 履歴書︵市販品︶︑卒業
証明書︵卒業見込証明書︶または
在学︵在籍︶証明書の写︑学芸員資
格修得︵見込︶終了証書の写
詳細は資料館までお問い合わせ
※
ください
11

11

21
12
10

30

■申し込み・問い合わせ
栃木県立なす風土記の丘資料館
小川館
０２８７︵９６︶３３６６

19

名 称 株式会社 たいらや
代表者 代表取締役 村上篤三郎
住 所 宇都宮市城東一丁目１番１１号

30

大規模小売店舗変更届出
縦覧のお知らせ

大規模小売店舗立地法第６条第
１項の規定により大規模小売店舗
の変更に関する届出がありました
ので︑栃木県大規模小売店舗立地
法事務処理要綱第７条第１項の規
定により次のとおり縦覧します︒
●縦覧できる届出
①大規模小売店舗の名称・所在地
たいらや 大田原店
大田原市若松町１６３８番地１外
②変更した事項
名 称 株式会社 たいらや
代表者 代表取締役 村上篤三郎
住 所 宇都宮市簗瀬４９１番地３

③届出年月日 平成 年 月 日
●縦覧期間 ５月 日︵水︶まで
土・日・祝日を除く午前８時
分〜午後５時 分
●縦覧場所 商工観光課︵市総合
文化会館２階︶
■問い合わせ
商工観光課商業振興係
︵２３︶８７０９

【変更後】【変更前】

３月の図書館カレンダー
★大田原図書館
★湯津上庁舎図書室

( 2 3 ) 4 56 0

開館 平 日 9:30〜18:00
時間 土日祝 9:30〜17:00

ピノキオおはなし会
●日

時

●会
●出
●内

場
演
容

３月７日(日)、３月14日(日)
３月21日(日)
午後２時〜３時
大田原図書館１階 児童クラブ室
ピノキオおはなし会のみなさん
絵本の読み聞かせ･紙しばい･工作など

子どものつどい
時

●会
●出
●内

場
演
容

３月13日(土)
午後２時〜３時
大田原図書館１階 児童クラブ室
ガールスカウトのみなさん
ブックトーク･紙しばい･工作など

(98)2111

開館 平 日 9:00〜17:00
時間 土日祝 9:00〜17:00

＊図書館のホームページ上で、蔵書の予約ができます。
事前に図書館カウンターでパスワード登録申請をしてく
ださい。
http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/9,421,36,148.html

火
２
９
16
23
30

水
３
10
17
24
31

木
４
11
18
25

金
５
12
19
26

(59)0855

土
６
13
20
27

★黒羽図書館
日 月
１
７ ８
14 15
21 22
28 29

火
２
９
16
23
30

水
３
10
17
24
31

木
４
11
18
25

金
５
12
19
26

土
６
13
20
27

開館 平 日 9:30〜18:00
時間 土日祝 9:30〜17:00

コアラおはなし会
●日

時

●会
●出
●内

場
演
容

１月の統計

●日

日 月
１
７ ８
14 15
21 22
28 29

●印は休館日

３月14日(日)
午前11時〜11時45分
黒羽図書館２階 視聴覚室
おはなし会コアラのみなさん
絵本の読み聞かせ・紙しばいなど

種別

貸出点数
入 館 者 個人貸出利用者数
(１日平均) (１日平均)
CD･ビデオ
本
15,302人
6,890人
30,454冊 6,124点
大田原
(612人)
(276人)
3,891人
1,413人 5,848冊 1,581点
黒 羽
(156人)
( 57人)
1,211人
121人
51点
湯津上
364冊
( 48人)
( 5人)

図書館名

平成22年２月15日号
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ハーモニーホール

《公演チケット発売情報》

友の会優先電話予約(※) ３月４日(木) 午前９時〜

※本公演は友の会会員招待事業につき、会員は無料招待となり
ます(600席限定)
※電話予約のみ受け付けます。窓口での予約は行いません。

チケット発売日
一般電話予約

３月６日(土) 午前９時〜
３月８日(月) 午前９時〜

ハーモニーホール友の会会員招待事業

●２０１０那須野が原ハーモニーホール・
スプリング・フレッシュ･コンサート

〜第78回日本音楽コンクール･ファイナリストによる〜

♪第78回日本音楽コンクールのファイナリスト６名
によるコンサート。日本国内屈指の音響の良さで知
られる当ホールで、春にふさわしい、今が旬の音楽
トップルーキーの演奏会を開催いたします。
日時・会場

４月18日(日)

チケット

全席指定 2,000円

午後２時開演／大ホール

※入場は就学児以上とさせていただきます。

【出演】首藤玲奈(声楽部門２位)
青木尚佳(ヴァイオリン部門１位)
稲垣路子(トランペット部門１位)
田中香織(クラリネット部門１位)
尾池亜美(ヴァイオリン部門１位)
伊藤 伸(ピアノ部門)
【司会】田中明美(声楽家・那須塩原市在住)

チケット好評発売中！
●東京チェロアンサンブル公演
♪若きチェリスト達による演奏会。日本人初、ロ
ストロポービッチ・コンクール優勝のチェリスト
宮田大も出演いたします。
日時・会場

３月21日(日)

チケット

全席指定 大人 2,000円(友の会 1,800円）
学生 1,500円

午後２時開演／大ホール

※入場は就学児以上とさせて
いただきます。

【予定曲目】
①フンク:組曲 ニ長調
②ヴィラ＝ロボス:ブラジル
風バッハ第１番
③バッハ:無伴奏ヴァイオリ
ンのためのパルティータ
第２番 BWV.1004〜シャ
コンヌ（編曲:ヴァルガ）
④石島正博:委嘱作品（世界
初演）
⑤カザルス:東方の三賢人
東京チェロアンサンブル

●アントニオ・古賀コンサート
日時・会場

３月14日(日)

チケット

全席指定 一般 2,000円(友の会 1,800円）

午後３時開演／大ホール

※入場は就学児以上とさせて
いただきます。

首藤玲奈
(声楽)

青木尚佳
(ヴァイオリン)

【共演】長沢 純、珠(TAMAKI)
【予定曲目】
東京ラプソディー
月の砂漠 ほか

長沢

純

アントニオ・古賀

入場整理券配布中！
稲垣路子
(トランペット)

田中香織
(クラリネット)

●演劇講座発表会
日時・会場

３月13日(土)

午後２時開演／交流ホール

♪当ホール自主講座受講生が、日ごろどんなこと
を学んでいるかをご覧いただきます。ウォーミン
グアップから狂言風「親捨て」と、もりだくさん
のミニ発表会です。
尾池亜美
(ヴァイオリン)
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伊藤 伸
(ピアノ)

平成22年２月15日号

※入場にはホール窓口で配布している入場整理券
(無料)が必要です。
【構成・演出】岡 義廣(講座講師・らくりん座)

市内各地の花市

（市役所通り線ほか）

縁起もののダルマや色鮮やかなお飾り、切り
花、そしておいしそうな匂い漂う屋台の列。
花市の会場はさまざまな色で彩られ、売り子
の威勢のいいかけ声が飛び交います。市内で
は大田原、佐久山、黒羽の３地区で開催され、
福を求めて大勢の市民が足を運びました。

１月12日 大田原花市(市役所通り線)

１月14日 佐久山花市(佐久山小学校前)

１月24日 黒羽大花市(通称「駅前通り」)

１月５日 大田原地区広域消防組合｢出初式｣
（大田原小学校 校庭）

１月14日 どんと祭
（那珂川河川公園）

正月飾りなどを焚き上げて１年間の無病息災
などを願う年中行事「どんど焼き」。黒羽地
区でも黒羽商工会青年部・女性部の主催で盛
大に開催され、集まった地域の人たちは、凍
てついた体をその火で温めたり、「とんぼ団
子」を買い求めたりしていました。

有限会社アート美術印刷

118名が参加して、大田原地区広域消防組合
出初式が開催されました。式では、職員の服
装・手帳点検や消防車などの器具点検を行っ
た後、交通事故を想定した救急・救助点検に
続き放水点検が行われ、集まった市民は職員
の迅速で規律ある訓練の様子を興味深く見守
っていました。
『広報おおたわら』に掲載の写真をご希望の方は秘書課
広報広聴係
(23)8700 までご連絡ください。

古紙パルプ配合率100％の
再生紙を使用しています

平成22年２月15日号
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