
 

令和 

生涯学習情報誌『学びガイド』 

生涯学習のマスコットキャラクター 

『マナビィ』 

何か学びたい・何か始めたい皆様！ぜひご覧ください！ 
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大田原市では、「いつでも」「どこでも」「だれでも」自分に適した手段と方法を選びな

がら学ぶことができ、その成果が適切に評価され、活用されるような生涯学習社会の実現

を目指し、平成 13 年 3 月、生涯学習都市を宣言しました。 

 そして、市町村合併により新市が誕生したことにより、「大田原市生涯学習推進計画」

を策定いたしました。 

平成１９年度～平成２３年度 大田原市生涯学習推進計画（輝きプラン） 

平成２４年度～平成２８年度 大田原市生涯学習推進計画（輝きプラン） 

平成２９年度～令和 ３年度 大田原市生涯学習推進計画（学び・いきいき活躍プラン） 

令和 ４年度～令和 ８年度 大田原市生涯学習推進計画 

本計画は、生涯学習を総合的・体系的に推進するための基本指針であり、市民と行政が

協働し、地域の特性を生かした人づくり・地域づくりを効果的に推進するための計画であ

ります。 

 ホームページに掲載した「大田原市生涯学習推進計画」と併せて、この生涯学習情報誌

「学びガイド」をご活用いただき、「学び・活かし・つなぐ」ことで、皆様一人一人が、

健康で楽しくいきいきと活躍出来ることを願っております。 

 

 

 

 

生きる喜びを見つけよう 
だから磨こう 自分らしさを 

 
学ぶ喜びを見つけよう 

だから集おう 呼びかけあって 
 

活かす喜びを見つけよう 
だから尽くそう 社会のために 

 

ひとが輝き まちが輝く 人間性豊かな大田原市をめざし、 

ここに生涯学習都市を宣言します。 

“知恵と愛のある協働互敬のまちおおたわら” 

生涯学習都市宣言       (平成 13 年 3 月 21 日) 
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 ご利用にあたって 
 

○このガイドブックは、生涯学習関連の講座・教室・イベントの情報を分野別に紹介した

ものです。また、各施設の概要についても掲載しています。 

 皆さんが学習したい時、これから何か始めたい時、必要な情報を探してください。 
 

○このガイドブックに掲載されている情報は、令和 4年 2月現在のものですので、内容等

が変更になっている場合があります。 

詳しくは、問い合わせ先か市広報「おおたわら」などでご確認ください。 
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フラワーアレンジメント、エコクラフト、手芸・工芸、将棋、音楽、演劇、歴史・文化、 

地域講座・成人講座、女性講座、高齢者講座、その他教養講座 

 

健全育成・家庭教育、子育て 

 

 

 

 

 

英会話 

 

体操・運動、ダンス、ヨーガ、太極拳、ゴルフ、水泳、テニス、スキー 

 

放送大学・栃木県シルバー大学校・とちぎ県民カレッジ・国際医療福祉大学 

講座・教室 

知識・文化・教養・芸術               P. 4 

料理                        P.10 

自然科学・体験学習                 P.10 

実用講座                      P.11 

健康・スポーツ                   P.11 

その他                       P.14 

子育て                       P. 9 



市民学校
フラワーアレンジメント講座

フラワーアレンジメント
○期間/5月～2月(全10回)　○時間/13:30～15:30　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/20名　○参加費/1作品 約3,000円～3,500円　○会場/親園地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/親園地区公民館　☎ 0287-28-2444

市民学校エコクラフト講座

クラフトテープを使用した種々の編み方による手芸講座
○期間/5月～2月(全16回)　○時間/9:30～11:30　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/20名　○参加費/教材費実費　○会場/金田南地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/金田南地区公民館　☎ 0287-23-2260

市民学校ハーダンガー刺繡

刺繍（北欧：ノルウェー）
○期間/5月～12月(全16回)　○時間/13:30～15:30
○対象/市内在住者・在勤者15名　○定員/15名　○参加費/教材費等　2,500円
○会場/大田原東地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

野﨑研修センター独自講座
リボン刺しゅうでバラの
ミニ額

リボンを使って作る刺しゅうを学ぶ
○期間/6月～10月(全5回)　○時間/14:00～16:00　○対象/地区在住者
○定員/15名　○参加費/材料費実費負担　○会場/野崎地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/野崎地区公民館　☎ 0287-29-2605

市民学校 手芸講座

木目込み人形や小物の制作
○期間/5月～2月　第2・4水曜日(全20回)　○時間/13:30～15:30
○対象/市内在住者・在勤者　○定員/25名　○参加費/材料費実費負担
○会場/湯津上地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/湯津上地区公民館　☎ 0287-98-3425

市民学校 新編み物教室

棒針・かぎ針を使ってセーターなどを製作
○期間/4月～12月(全20回)  ○時間/13:30～15:30  ○対象/市内在住者・在勤者
○定員/20名  ○参加費/材料費実費負担  ○会場/須賀川地区公民館  ○募集月/4月
○問合せ/須賀川地区公民館　☎ 0287-57-0111

市民学校 刻字教室

木に文字を彫る芸術（立体的な書道）
○期間/5月～12月(全16回)  ○時間/10:00～12:00  ○対象/市内在住者・在勤者
○定員/15名　○参加費/教材費等 3,500円～　○会場/大田原西地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

市民学校
楽しく学ぶ絵画教室

初心者向けの水彩画、クロッキーなど
○期間/5月～3月　第1・3木曜日(全20回)　○時間/13:30～15:30
○対象/市内在住者・在勤者　○定員/20名　○参加費/実費を随時徴収
○会場/黒羽・川西地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

芸術講座
「粘土・木彫コース」

焼成用粘土を用いて立体に起こす（初級者向け）とイチョウなどを使い立体作品を制
作する（中級者向け）の2コース
○期間/前期：4～7月(全10回程度)、後期：9～11月(全10回程度)、毎週土曜日
○時間/13:00～16:00  ○対象/高校生以上  ○定員/20名  ○参加費/月額2,000円
○会場/大田原市芸術文化研究所　○募集月/随時
○問合せ/大田原市芸術文化研究所　☎ 0287-59-0004

芸術講座
「デッサン・絵画コース」

静物デッサン（初級者向け）と油彩、水彩、版画など表現を楽しく学ぶ（中級者向
け）の2コース
○期間/前期：4～7月(全10回程度)、後期：9～11月(全10回程度)、毎週日曜日
○時間/13:00～16:00  ○対象/高校生以上  ○定員/20名  ○参加費/月額2,000円
○会場/大田原市芸術文化研究所　○募集月/随時
○問合せ/大田原市芸術文化研究所　☎ 0287-59-0004

エコクラフト

手芸・工芸

絵画・芸術

フラワーアレンジメント

知識・文化・教養・芸術
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芸術講座「七宝コース」

七宝でアクセサリーを制作する（初級者向け）と、壁掛けや装飾品を制作（中級者向
け）の2コース
○期間/前期：4～7月(全10回程度)、後期：9～11月(全10回程度)、第1・3土曜日
○時間/9:00～12:00  ○対象/高校生以上  ○定員/20名  ○参加費/月額2,000円
○会場/大田原市芸術文化研究所　○募集月/随時
○問合せ/大田原市芸術文化研究所　☎ 0287-59-0004

大人のぬり絵講座

大人向け、ぬり絵を楽しむ
○期間/9月(予定)感染状況により中止の場合あり　○時間/未定　○対象/成人
○定員/感染状況を見て設定　○参加費/無料　○会場/黒羽図書館視聴覚室
○募集月/8月(予定)
○問合せ/黒羽図書館　☎ 0287-59-0855

将棋教室（初級者向け）

将棋初心者向けの基本講座
○期間/5月～9月(全10回)　○時間/9:30～11:30
○対象/市内小学生及び一般(初心者を優先)　○定員/20名　○参加費/無料
○会場/大田原西地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

将棋教室（中級者向け）

将棋中級者向けの実践的な講座
○期間/10月～2月(全10回)　○時間/9:30～11:30
○対象/市内小学生及び一般(小学生を優先)　○定員/20名　○参加費/無料
○会場/大田原西地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

オーケストラ養成講座

国内外で活躍するプロの指揮者のほか、弦・管・打楽器のそれぞれの先生方が指導し
ます。
○期間/水曜　○時間/19:00～21:00
○対象/小学校高学年以上で楽器を用意でき、ある程度演奏のできる方
○定員/パートによる　○参加費/月2,000円(高校生までは半額)
○会場/ハーモニーホール大ホール　○募集月/随時
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880

合唱団育成講座
（一般の部）

合唱技術の向上はもとより、合唱の楽しさと喜びを学びます。
○期間/4月～3月の月曜(全51回)　○時間/19:00～21:00　○対象/高校生以上
○定員/未定　○参加費/前期6,000円、後期6,000円(高校生までは半額)
○会場/ハーモニーホール大ホール　○募集月/お問い合わせください
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880

合唱団育成講座
（少年少女の部）

歌はもちろん、楽譜の読み方など、基礎から丁寧に教えます。
○期間/4月～3月の木曜　○時間/18:45～20:45　○対象/小学生、中学生
○定員/20名程度　○参加費/前期3,000円、後期3,000円
○会場/ハーモニーホール大ホール　○募集月/お問い合わせください
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880

オルガンスクール

本格的なパイプオルガンを使った講習です。受講に際して審査を行います。
○期間/4月～1月の火曜(全20回)　○時間/1人30分　○対象/小学4年生以上
○定員/初・中・上級 12名　○参加費/年間72,000円(高校生までは半額)
○会場/ハーモニーホール大ホール　○募集月/3月
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880

演劇講座（演劇部門）

地元劇団の指導のもと、基礎の発声から、公演まで学びます。
○期間/5月～3月の火曜(全36回)　○時間/19:15～21:15　○対象/中学生以上
○定員/最少開講人数10名　○会場/ハーモニーホール小ホールほか
○参加費/前期6,000円、後期6,000円(高校生までは半額)　　○募集月/随時
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880

将棋

音楽

演劇

絵画・芸術
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なす地域学講座　(予定)

大田原市湯津上周辺の史跡等解説ボランティア受け入れのための講座
○期間/5月～2月(全8回程度)　○時間/13:30～15:00
○対象/ボランティア活動希望の方、地域文化に関心のある方　○定員/各回20名
○参加費/無料　○会場/湯津上庁舎　○募集月/無し
○問合せ/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館　☎ 0287-98-3322

講座「黒羽藩主大関家の家
譜を読む」

江戸時代後期に編纂された黒羽藩主大関家の家譜『多治比系伝』を読み進めていく
講座
○期間/5月～令和5年2月(全8回)　○募集月/4月
○時間/〈午前の部〉9:30～11:30〈午後の部〉13:30～15:30　○対象/一般
○定員/各16名  ○参加費/無料  ○会場/大田原市黒羽芭蕉の館研修室
○問合せ/大田原市黒羽芭蕉の館　☎ 0287-54-4151

講座「近世の版本で読む
『おくのほそ道』関東篇」

江戸時代に出版された版本をテキストとして松尾芭蕉の傑作紀行『おくのほそ道』を
一字ずつ臨書しながら味読する講座
○期間/5月～令和5年2月(全15回)　○時間/13:30～15:30　○対象/一般
○定員/16名  ○参加費/無料  ○会場/大田原市黒羽芭蕉の館研修室  ○募集月/5月
○問合せ/大田原市黒羽芭蕉の館　☎ 0287-54-4151

黒羽古文書講座

黒羽地域に関わる中世～近世文書を臨書しながら判読し、地域の歴史の一端に触れる
講座
○期間/11月～令和5年1月(全3回)、○募集月/10月
○時間/〈午前の部〉9:30～11:30、〈午後の部〉13:30～15:30　○対象/一般
○定員/各16名　○参加費/無料　○会場/大田原市黒羽芭蕉の館研修室
○問合せ/大田原市黒羽芭蕉の館　☎ 0287-54-4151

大田原東地区 成人講座

一般教養、家族関係、健康管理等
○期間/6月～12月(全8回)　○時間/10:00～12:00　○対象/地区内在住者50名
○定員/50名　○参加費/無料(材料費等は実費負担)　○会場/大田原東地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

コミュニティ教養講座

住みよい地域社会を目指すため、地域に関する理解と知識を深めるための講座
○期間/11月(全1回)　○時間/13:30～15:00　○対象・定員/コミュニティ会員
○参加費/無料　○会場/金田南地区公民館他　○募集月/実施月の1か月前
○問合せ/金田南地区公民館　☎ 0287-23-2260

大田原西地区 女性セミナー

知識や教養を高めるとともに親睦を図り生活課題に対する能力を上げる。
○期間/4月～12月(全9回)　○時間/10:00～12:00　○対象/地区内在住女性
○定員/50名　○参加費/無料(材料費等は実費負担)　○会場/大田原西地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

金田北地区 女性セミナー

健康、教養、音楽、スポーツ、創作等の講座、移動教室等
○期間/5月～12月(全10回)　○時間/13:30～15:30　○対象/地区内の女性
○定員/50名  ○参加費/教材費実費負担  ○会場/金田北地区公民館  ○募集月/4月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

金田南地区 女性セミナー
（奥沢地区）

家庭・社会における女性の役割を自覚し、健康増進と福祉の充実に努める
○期間/5月～2月(全10回)　○時間/適宜　○対象・定員/上奥沢・奥沢地区の女性
○参加費/教材費実費　○会場/金田南地区公民館他　○募集月/4月
○問合せ/金田南地区公民館　☎ 0287-23-2260

親園地区 女性セミナー

女性としての資質の向上と社会参加を図る講話など
○期間/5月～2月(全8回)　○時間/13:30～15:30　○対象/地区内女性
○定員/30名　○参加費/教材費実費負担　○会場/親園地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/親園地区公民館　☎ 0287-28-2444

女性セミナー

家庭社会における女性の自己実現とよりよい絆づくりを目的とした講座の開催
○期間/5月～11月(全10回)　○時間/午前　○対象/地区内女性　○定員/40名
○参加費/無料　○会場/野崎地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/野崎地区公民館　☎ 0287-29-2605

歴史・文化

地域講座・成人講座

女性講座
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佐久山地区 女性セミナー

女性としての資質の向上と社会参加を図る講話など
○期間/5月～1月(全10回)　○時間/適宜　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/30名　○参加費/必要に応じ実費負担　○会場/佐久山地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/佐久山地区公民館　☎ 0287-28-0872

湯津上地区 女性セミナー

健康、教養、音楽、スポーツ、創作等の講座
○期間/5月～1月(全10回)　○時間/13:30～15:30　○対象/地区内女性
○定員/40名程度　○参加費/必要に応じ実費負担　○会場/湯津上地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/湯津上地区公民館　☎ 0287-98-3425

黒羽女性セミナー

教養講座、健康講座、移動教室、手作り教室　等
○期間/4月～1月(全10回)　○時間/10:00～12:00　○対象/地区内女性
○定員/60名　○参加費/実費を随時徴収　○会場/黒羽・川西地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

川西女性セミナー

教養講座、健康講座、移動教室、手作り教室　等
○期間/4月～1月(全10回)　○時間/10:00～12:00　○対象/地区内女性
○定員/60名　○参加費/実費を随時徴収　○会場/黒羽・川西地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

両郷女性セミナー

創作教室、スポーツ教室、移動教室
○期間/5月～1月(全8回)　○時間/9:30～11:30
○対象/黒羽地区に在住・在勤の女性　○定員/60名
○参加費/3,000円(他必要に応じて徴収)　○会場/両郷地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/両郷地区公民館　☎ 0287-59-0111

須賀川女性セミナー

健康・教養講座、視察研修など
○期間/4月～1月(全8回)　○時間/9:30～11:30　○対象/女性　○定員/60名
○参加費/年会費2,000円及び講座毎　○会場/須賀川地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/須賀川地区公民館　☎ 0287-57-0111

大田原東地区 高齢者教室

高齢者の生きがいと社会参加を図るための講話、実技等
○期間/6月～2月(全8回)　○時間/10:00～12:00　○対象/地区内在住高齢者
○定員/60名　○参加費/無料(材料費等は実費負担)　○会場/大田原東地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

大田原西地区
シニアセミナー

豊かな高齢期を送るための課題を学び、生きがいのある生活を見だす
○期間/4月～12月(全9回)　○時間/10:00～12:00　○対象/地区内在住高齢者
○定員/50名　○参加費/無料(材料費等は実費負担)　○会場/大田原西地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

金田北地区 高齢者教室

健康、教養、音楽、スポーツ、創作等の講座、移動教室等
○期間/5月～12月(全10回)　○時間/13:30～15:30　○対象/地区内の高齢者
○定員/80名　○参加費/教材費実費負担　○会場/金田北地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

金奥鹿原生きがい学級

健康で豊かな高齢期を送るための課題について学び社会参加を促す
○期間/5月～2月(全10回)　○時間/適宜　○対象・定員/地区内の高齢者
○参加費/教材費実費　○会場/金田南地区公民館他　○募集月/4月
○問合せ/金田南地区公民館　☎ 0287-23-2260

与一いきいきメイト
養成講座

介護予防支援ボランティア
○期間/7月11日(全8回)　○時間/9:30～12:00　○対象/65歳以上の方
○定員/30名　○参加費/無料　○会場/市役所南別館2階　○募集月/6月
○問合せ/大田原市社会福祉協議会地域福祉係　☎ 0287-23-1130

高齢者講座

女性講座
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親園地区いきいきセミナー

教養講座、健康講座、移動教室、手作り教室　等
○期間/5月～2月(全回)　○時間/13:30～15:30　○対象/地区内高齢者
○定員/30名　○参加費/教材費実費負担　○会場/親園地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/親園地区公民館　☎ 0287-28-2444

さわやか学級

教養講座、スポーツ教室、ふるさと交流会、移動教室　等
○期間/5月～11月(全10回)　○時間/午前　○対象/地区内高齢者　○定員/50名
○参加費/無料　○会場/野崎地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/野崎地区公民館　☎ 0287-29-2605

佐久山地区 高齢者学級

高齢者の生きがいと社会参加活動の促進を目的とした講座の開催
○期間/5月～1月(全10回)　○時間/適宜　○対象/地区内高齢者　○定員/30名
○参加費/必要に応じ実費負担　○会場/佐久山地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/佐久山地区公民館　☎ 0287-28-0872

湯津上地区 高齢者学級

高齢者としての資質の向上と社会参加を図る講話など
○期間/5月～1月(全9回)　○時間/13:30～15:30　○対象/地区内高齢者
○定員/40名程度　○参加費/必要に応じ実費負担　○会場/湯津上地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/湯津上地区公民館　☎ 0287-98-3425

黒羽ふれあい学級

健康、教養、音楽、スポーツ、創作等の講座
○期間/4月～1月(全10回)　○時間/10:00～12:00　○対象/地区内60歳以上
○定員/60名　○参加費/実費を随時徴収　○会場/黒羽・川西地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

川西寿大学

教養講座、健康講座、移動教室、手作り教室　等
○期間/5月～1月(全9回)　○時間/10:00～12:00　○対象/地区内60歳以上
○定員/60名　○参加費/実費を随時徴収　○会場/黒羽・川西地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

両郷寿大学

教養講座、スポーツ教室、ふるさと交流会、移動教室　等
○期間/5月～1月(全9回)　○時間/9:30～11:30
○対象/黒羽地区に在住・在勤の60歳以上の方　○定員/60名
○参加費/3,000円(他必要に応じて徴収)　○会場/両郷地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/両郷地区公民館　☎ 0287-59-0111

須賀川寿大学

健康・教養講座、視察研修など
○期間/5月～1月(全9回)　○時間/9:30～11:30　○対象/60歳以上
○定員/60名　○参加費/年会費2,000円及び講座毎　○会場/須賀川地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/須賀川地区公民館　☎ 0287-57-0111

図書ボランティア養成講座

本の読み聞かせ、図書修理に関する講座
○期間/9月～10月(全4回)　○時間/10:00～12:00　○対象/一般　○定員/30名
○参加費/無料　○会場/生涯学習センター　○募集月/8月
○問合せ/生涯学習課生涯学習係　☎ 0287-23-2100

生涯学習コーディネーター
養成講座

地域で活躍する生涯学習コーディネーターを養成する。
○期間/10月～2月(全5回)　○時間/13:30～15:30　○対象/一般　○定員/30名
○参加費/無料　○会場/生涯学習センター　○募集月/9月
○問合せ/生涯学習課生涯学習係　☎ 0287-23-2100

サイエンスセミナー

宇宙に関する講義
○期間/6月～8月(全3回)　○時間/18:30～20:30　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/25名　○参加費/無料　○会場/大田原西地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

図書館講演会

大人向け、講演会
○期間/1月(予定)感染状況により中止の場合あり　○時間/未定　○対象/成人
○定員/感染状況を見て設定　○参加費/無料　○会場/トコトコ大田原3階(予定)
○募集月/12月(予定)
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

その他　教養講座

高齢者講座
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大田原東地区家庭教育学級

子どもの人間形成の基本、身体と栄養、家庭のあり方
○期間/6月～12月(全4回)　○時間/10:00～12:00
○対象/地区内小学生の保護者　○定員/60名　○参加費/無料(材料費等は実費負担)
○会場/大田原小学校　他　○募集月/4月
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

大田原西地区家庭教育学級

各学校の保護者と子どもを対象とする行事を通して、人間形成の基礎知識を学ぶ
○期間/6月～12月(全4回)　○時間/適宜
○対象/地区内小中学校の児童生徒・保護者、地域の高齢者　○定員/無し
○参加費/教材費実費負担　○会場/西原小学校、紫塚小学校　○募集月/その都度
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

金田北地区 家庭教育学級

子供の健全育成に関する講座、移動学習等
○期間/5月～12月(全10回)　○時間/13:30～15:30
○対象/地区内小学校の保護者　○定員/未定　○参加費/教材費実費負担
○会場/金田北地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

金田南地区 家庭教育学級
（奥沢小学校）

親子がともに成長する豊かな人間関係を育む在り方について学ぶ
○期間/5月～2月(全10回)　○時間/適宜　○対象・定員/保護者
○参加費/教材費実費　○会場/奥沢小学校　他　○募集月/4月
○問合せ/金田南地区公民館　☎ 0287-23-2260

親園地区家庭教育学級

各学校の保護者と子どもを対象とする行事を通して、人間形成の基礎知識を学ぶ
○期間/5月～2月（全6回）　○時間/13:30～15:30　○募集月/無し
○対象/地区内小中学校の児童生徒・保護者、地域の高齢者　○定員/無し
○参加費/教材費実費負担　○会場/親園中学校、親園小学校、宇田川小学校
○問合せ/親園地区公民館　☎ 0287-28-2444

家庭教育学級

教育の出発点である家庭教育の質的向上を目的とした講座の開催
○期間/7月～11月(全3回)　○時間/午前　○対象/地区内小学校保護者・児童
○定員/親子10組　○参加費/材料費実費負担　○会場/野崎地区公民館
○募集月/開催1か月前
○問合せ/野崎地区公民館　☎ 0287-29-2605

佐久山地区 家庭教育学級

保護者と子供を対象とする行事を通して人形成の基礎知識を学ぶ
○期間/4月～12月(全6回)　○時間/適宜　○対象/小学校保護者及び児童
○定員/100名　○参加費/原則無料　○会場/佐久山小学校　○募集月/適宜
○問合せ/佐久山地区公民館　☎ 0287-28-0872

湯津上地区 家庭教育学級

親子体験学習、演劇鑑賞等
○期間/4月～12月　○時間/適宜　○参加費/必要に応じて徴収
○対象/地区内小学校1年生、保育園児、その保護者　○定員/未定
○会場/地区内小学校、保育園　○募集月/適宜
○問合せ/湯津上地区公民館　☎ 0287-98-3425

家庭教育学級

講話、地域交流、親子ふれあいなど
○期間/4月～2月　○時間/適宜　○対象/地区内の小学校児童及びその保護者
○定員/適宜　○参加費/教材費実費負担　○会場/適宜　○募集月/適宜
○問合せ/両郷地区公民館　☎ 0287-59-0111

家庭教育学級

講話、地域交流、親子ふれあいなど
○期間/6月～12月(全7回)　○時間/適宜　○参加費/教材費実費負担
○対象/地区内の保育園児、小学校児童及びその保護者　○定員/適宜
○会場/適宜　○募集月/適宜
○問合せ/須賀川地区公民館　☎ 0287-57-0111

BP1
親子の絆作りプログラム
「赤ちゃんが来た！」

・思春期から花開く0歳時期の子育て　　・完璧を目指さない子育て
○期間/年4回実施(各連続4回)　○時間/13:30～15:30
○対象/初めての子育てをしているお母さんと赤ちゃん(2～5か月)　○定員/10組
○参加費/テキスト代1,100円　○募集月/実施月の前月
○会場/トコトコ大田原こども未来館親子レクリエーション室
○問合せ/子ども幸福課子ども家庭相談係子育て相談室　☎ 0287-24-0112

赤ちゃん教室

味覚の発達、離乳食の進め方、赤ちゃんの育ち方について
○期間/4月～3月(全12回)　○時間/9:40～11:30
○対象/6～7か月児とその保護者　○定員/20組　○参加費/無料
○会場/トコトコ大田原こども未来館親子レクリエーション室　○募集月/随時
○問合せ/子ども幸福課母子健康係　☎ 0287-23-8635

子育て
健全育成・家庭教育

子育て
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プレママ教室

妊娠中の過ごし方や市の母子保健事業の説明
○期間/6月・9月・12月・3月(全4回)　○時間/13:30～15:30
○対象/妊娠6か月から9か月前後の妊婦とその夫　○定員/20組　○参加費/無料
○会場/トコトコ大田原こども未来館親子レクリエーション室　○募集月/随時
○問合せ/子ども幸福課母子健康係　☎ 0287-23-8635

野﨑研修センター独自講座
そば打ち入門

そば打ちの基本を学ぶ
○期間/11月～12月(全5回)　○時間/10:00～13:00　○対象/地区在住者
○定員/10名　○参加費/全5,000円　○会場/野崎地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/野崎地区公民館　☎ 0287-29-2605

創作工房でのモノ作り体験

和紙クラフト、木工クラフト、まゆクラフトなど地元素材を活用したものや水族館の
生き物をモチーフにした物作り体験（メニューの詳細は1～2か月前にホームページで
告知）
○期間/年間を通して、原則土日祝に開催(基本的に単回実施)
○時間/(講座により異なるが概ね）13:00～14:30　○対象/制限なし
○定員/各回6組(3名/組程度※人数は栃木県コロナ警戒レベルにより異なる場合あり)
○参加費/150～1,200円程度(講座により異なる)
○会場/なかがわ水遊園おもしろ魚館「創作工房」
○募集月/（講座により異なるが概ね）実施日の1か月前
○問合せ/栃木県なかがわ水遊園　体験交流担当　☎ 0287-98-3055

味わい工房での
食べ物作り体験

田舎まんじゅう、かしわもち作りなど地元素材を活用したものや水族館の生き物をモ
チーフにした物作り体験(メニューの詳細は1～2か月前にホームページで告知)
○期間/年間を通して原則土日祝に開催(基本的に単回実施)
○時間/(講座により異なるが概ね)12:00～14:00　○対象/制限なし
○定員/各回6組(3名/組程度※人数は栃木県コロナ警戒レベルにより異なる場合あり)
○参加費/400～1,500円程度(講座により異なる)
○会場/なかがわ水遊園おもしろ魚館「創作工房」
○募集月/(講座により異なるが概ね)実施日の1か月前
○問合せ/栃木県なかがわ水遊園　体験交流担当　☎ 0287-98-3055

おさかな研究室での
生き物を知る体験

淡水真珠でアクセサリー作り、ストームグラス作り、プラナリア実験など主に生き物
を使った体験(メニューの詳細は1～2か月前にホームページで告知)
○期間/年間を通して、原則土日祝に開催(基本的に単回実施)
○時間/(講座により異なるが概ね)11:00から１日数回　○対象/制限なし
○定員/各回6組(3名/組程度※人数は栃木県コロナ警戒レベルにより異なる場合あり)
○参加費/400～1,500円程度(講座により異なる)
○会場/なかがわ水遊園おもしろ魚館「創作工房」
○募集月/(講座により異なるが概ね)実施日の1か月前
○問合せ/栃木県なかがわ水遊園　体験交流担当　☎ 0287-98-3055

調べる学習講座

調べる学習の進め方など
○期間/8月(予定)　○時間/感染状況により中止の場合あり　○対象/小学生以上
○定員/10組程度　○参加費/無料　○会場/トコトコ大田原3階(予定)
○募集月/7月(予定)
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

わくわく折り紙教室

折り紙を作成
○期間/8月(予定)　○時間/感染状況により中止の場合あり　○対象/小学生以上
○定員/感染状況を見て設定　○参加費/無料　○会場/黒羽図書館視聴覚室
○募集月/7月(予定)
○問合せ/黒羽図書館　☎ 0287-59-0855

一日子ども図書館員

図書館の仕事を体験
○期間/8月(予定)　○時間/感染状況により中止の場合あり　○対象/小学生
○定員/感染状況を見て設定　○参加費/無料　○会場/黒羽図書館
○募集月/7月(予定)
○問合せ/黒羽図書館　☎ 0287-59-0855

体験学習

自然科学・体験学習

子育て

料理

料理
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市民学校
楽しい英会話教室

楽しく学び仲間と英語で会話を交わせるようにする
○期間/5月～12月(木曜日、全20回予定)　○時間/10:00～12:00
○対象/市内在住・在勤で満15歳以上の方  ○定員/20名  ○参加費/教材費3,000円
○会場/両郷地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/両郷地区公民館　☎ 0287-59-0111

市民学校　体調改善講座

体調改善講座
○期間/5月～12月(全16回)　○時間/10:00～11:30
○対象/市内在住者・在勤者20名　○定員/30名　○参加費/教材費等　5,000円～
○会場/大田原東地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

市民学校　筋活体操

基本的技術の習得
○期間/5月～2月(全20回)　○時間/13:30～15:30　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/40名  ○参加費/教材費実費負担  ○会場/金田北地区公民館  ○募集月/4月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

市民学校世界の
ダンス＆ストレッチ

ダンスを交えた体操講座
○期間/5月～3月(全20回)　○時間/10:00～11:30　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/30名　○参加費/無料　○会場/野崎地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/野崎地区公民館　☎ 0287-29-2605

市民学校 健康体操

健康づくりの体操
○期間/5月～3月(全20回)　○時間/10:00～12:00　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/30名  ○参加費/マット各自用意  ○会場/佐久山地区公民館  ○募集月/4月
○問合せ/佐久山地区公民館　☎ 0287-28-0872

市民学校 健康体操講座

健康体操
○期間/5月～6月、9月～11月　第1・3月曜日(全10回)　○時間/13:30～15:00
○対象/市内在住者・在勤者　○定員/20名　○参加費/無料
○会場/湯津上地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/湯津上地区公民館　☎ 0287-98-3425

市民学校
元気が出る健康体操・
自彊術教室

心身のバランスを整える健康体操
○期間/5月～10月　第2・4水曜日(全10回)　○時間/9:30～11:30
○対象/市内在住者・在勤者　○定員/10名　○参加費/実費を随時徴収
○会場/黒羽・川西地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

市民学校 楽しい3B体操

道具を使った体操で楽しく健康づくり
○期間/5月～12月　第1・3金曜日(全16回予定)　○時間/9:30～11:30
○対象/市内在住者・在勤者　○定員/20名　○参加費/用具代1,100円
○会場/両郷地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/両郷地区公民館　☎ 0287-59-0111

市民学校 ベリーダンス教室

ベリーダンス
○期間/5月～12月(全18回)  ○時間/19:00～21:00  ○対象/市内在住者・在勤者
○定員/20名　○参加費/無料　○会場/大田原西地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

市民学校 はじめてのダンス
エクササイズ「ZUMBA」

ズンバ(ダンスエクササイズ)
○期間/5月～2月(全16回)　○時間/13:30～15:30　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/20名　○参加費/無料　○会場/金田南地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/金田南地区公民館　☎ 0287-23-2260

市民学校
楽しいアフリカンダンス

太鼓の響きに合わせて、みんなで踊る喜びを体感する
○期間/5月～2月(全10回)　○時間/10:00～11:30　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/30名　○参加費/約4,000円(ターバン・衣装代)　○会場/親園地区公民館
○募集月/4月
○問合せ/親園地区公民館　☎ 0287-28-2444

ダンス

実用講座
英会話

健康・スポーツ
体操・運動
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市民学校
たのしくフラダンス

フラダンスのメロディに合わせ健康つくりをする講座
○期間/5月～3月(全20回)　○時間/10:00～12:00　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/30名　○参加費/無料　○会場/野崎地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/野崎地区公民館　☎ 0287-29-2605

春の女性
スポーツ教室（フラ）

フラ教室
○期間/4月～6月(全8回)　○時間/10:00～12:00　○対象/市内在住の女性
○定員/20名　○参加費/有料(金額未定)　○会場/県北体育館　○募集月/3月
○問合せ/スポーツ振興課市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

市民学校 笑いヨガ

市民学校 笑いヨガ
○期間/5月～3月(全20回)　○時間/10:00～12:00　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/20名　○参加費/無料　○会場/佐久山地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/佐久山地区公民館　☎ 0287-28-0872

市民学校
楽のびシニアヨガ教室

呼吸法とストレッチを取入れた、気軽に無理なくできるヨガ
○期間/4月～12月(全20回)　○時間/9:30～11:30　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/30名　○参加費/無料　○会場/須賀川地区公民館　○募集月/4月
○問合せ/須賀川地区公民館　☎ 0287-57-0111

春の女性スポーツ教室
（ピラティス体験）

ピラティス
○期間/5月(全3回)　○時間/19:00～21:00　○対象/市内在住の女性
○定員/20名　○参加費/有料(金額未定)　○会場/県北体育館　○募集月/4月
○問合せ/スポーツ振興課市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

秋の女性スポーツ教室

ピラティスを中心とした運動
○期間/10月～11月(全5回)　○時間/10:00～12:00　○対象/市内在住の女性
○定員/20名　○参加費/有料(金額未定)　○会場/未定　○募集月/9月
○問合せ/スポーツ振興課市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

市民学校　健康太極拳

基本的技術の習得
○期間/5月～2月(全20回)　○時間/9:30～11:30　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/20名  ○参加費/教材費実費負担  ○会場/金田北地区公民館  ○募集月/4月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

水中運動教室
アクアエクササイズ

音楽に合わせて楽しく全身運動を行い、代謝アップを目指す
○期間/第1期（5月～7月） 第2期（9月～12月） 第3期（1月～3月）
○時間/各期全8回(予定)(40分)　○対象/高校生以上　○定員/20名
○参加費/1回500円 ※8回参加なら500円×8回＝4,000円(別途入場料)
○会場/屋内温水プール　○募集月/第1期：4月、第2期：9月、第3期：1月
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

水中運動教室
みんないきいき

ウォーキング中心の運動でいきいきと体を動かす
○期間/第1期(5月～7月) 第2期(9月～12月) 第3期(1月～3月)
○時間/各期全8回(予定)(50分)　○対象/高校生以上　○定員/15名
○参加費/1回500円 ※8回参加なら500円×8回＝4,000円(別途入場料)
○会場/屋内温水プール　○募集月/第1期：4月、第2期：9月、第3期：1月
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

リズム水泳教室

アーティスティックスイミングの初級版。クロール、背泳ぎ、平泳ぎで25ｍ以上泳げ
る方対象。
○期間/第1期(5月～7月) 第2期(9月～12月) 第3期(1月～3月)
○時間/各期全8回(予定)(50分)　○対象/高校生以上　○定員/12名
○参加費/1回500円 ※8回参加なら500円×8回＝4,000円(別途入場料)
○会場/屋内温水プール　○募集月/第1期：4月、第2期：9月、第3期：1月
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

泳法教室　初級クラス

水慣れから始め、２５ｍクロール完泳を目標とし、背泳ぎの基本を覚えるクラス)
○期間/第1期(5月～7月) 第2期(9月～12月) 第3期(1月～3月各期全8回(予定)
○時間/(50分)　○対象/高校生以上　○定員/11～22名　※時間帯によって異なる
○会場/屋内温水プール　○募集月/第1期：4月、第2期：9月、第3期：1月
○参加費/1回500円 ※8回参加なら500円×8回＝4,000円(別途入場料)
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

ヨーガ・バレトン・ピラティス

太極拳

水泳

ダンス
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泳法教室　中級クラス

クロール、背泳ぎのさらなる上達と、平泳ぎの基本を覚えるクラス
○期間/第1期(5月～7月) 第2期(9月～12月) 第3期(1月～3月)
○時間/各期全8回(予定)(50分)　○対象/高校生以上
○定員/11～22名　※時間帯によって異なる
○参加費/1回500円 ※8回参加なら500円×8回＝4,000円(別途入場料)
○会場/屋内温水プール　○募集月/第1期：4月、第2期：9月、第3期：1月
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

泳法教室　上級クラス

バタフライの基本を覚え、4泳法の完成を目標とするクラス
○期間/第1期(5月～7月) 第2期(9月～12月) 第3期(1月～3月)
○時間/各期全8回(予定)(50分)　○対象/高校生以上
○定員/11～22名　※時間帯によって異なる
○参加費/1回500円 ※8回参加なら500円×8回＝4,000円(別途入場料)
○会場/屋内温水プール　○募集月/第1期：4月、第2期：9月、第3期：1月
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

泳法教室　ベストスイム

各泳法50ｍ以上泳げる方が対象の泳力アップ、フォーム矯正を行うクラス
○期間/第1期(5月～7月) 第2期(9月～12月) 第3期(1月～3月)
○時間/各期全8回(予定)(50分)　○対象/高校生以上　○定員/16名
○参加費/1回500円 ※8回参加なら500円×8回＝4,000円(別途入場料)
○会場/屋内温水プール　○募集月/第1期：4月、第2期：9月、第3期：1月
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

幼児　短期水泳教室

水泳習得の前段階として水遊びからゲームを通して早い段階から水に慣れていただく
ことを目的とした教室
○期間/9月・1月(全4回)　○時間/50分　○対象/年中・年長　○定員/10名
○参加費/1回700円 ※4回参加なら700円×4回＝2,800円(別途入場料)
○会場/屋内温水プール　○募集月/8月、12月
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

幼児水泳教室

浮く、潜る等の基本動作からけのび、バタ足等の水泳の基礎を学ぶクラス
○期間/5月～7月、10月～11月、1月～3月(全8回)　○時間/50分
○対象/年中・年長　○定員/10名
○参加費/1回700円 ※8回参加なら700円×8回＝5,600円(別途入場料)
○会場/屋内温水プール　○募集月/第1期：4月、第2期：9月、第3期：1月
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

小学生　短期水泳教室

学年・レベル別の班編制を行い、クロール25ｍ完泳を目指すクラス
○期間/4月・9月・1月(全4回)　○時間/50分　○対象/小学生　○定員/20名
○参加費/1回800円 ※4回参加なら800円×4回＝3,200円(別途入場料)
○会場/屋内温水プール　○募集月/第1期：4月、第2期：9月、第3期：1月
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

小学生　水泳教室

学年・レベル別の班編制を行い、クロール25ｍ完泳を目指すクラス
○期間/5月～7月、10月～11月、1月～3月(全8回)　○時間/50分
○対象/高校生以上　○定員/20名
○参加費/1回800円 ※4回参加なら800円×4回＝3,200円(別途入場料)
○会場/屋内温水プール　○募集月/第1期：4月、第2期：9月、第3期：1月
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

春の女性スポーツ教室
（テニス）

テニス教室
○期間/4月～6月(全8回)　○時間/10:00～12:00　○対象/市内在住の女性
○定員/20名　○参加費/有料(金額未定)　○会場/美原公園テニスコート
○募集月/3月
○問合せ/スポーツ振興課市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

ソフトテニス教室

テニス教室
○期間/9月～11月(全8回)　○時間/19:00～21:00　○対象/市内在住の小学生
○定員/40名　○参加費/800円　○会場/黒羽体育館　○募集月/8月
○問合せ/スポーツ振興課市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

親子スキー教室

スキー教室
○期間/1月(予定)　○時間/9:00～16:00　○対象/市内在住の小学生とその保護者
○定員/親子で40名　○参加費/1,000円　○会場/未定　○募集月/12月～
○問合せ/スポーツ振興課市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

スキー

テニス

水泳
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                  放送大学はテレビ・インターネット等で学ぶ 
                  正規の通信制大学です。 
 

【放送大学とは】 

放送大学はテレビ・インターネット等で学ぶ通信制の大学です。入学の機会は春(4 月)と秋(10 月

)の年 2回あります。栃木学習センター(宇都宮大学峰キャンパス内)では、10 代から 90 代までの

1,000 名を超える学生が好きな科目を学んでいます。また、様々な学生サークルがあり、学生交流

も活発です。 

【放送大学教養学部の紹介】 

○教養学部 

・入学試験はありません。 

・15歳以上ならば、どなたでも選科履修生または科目履修生として入学でき、約

300科目の中から好きな科目を1科目からでも学べます。 

・ 18歳以上で大学入学資格をお持ちの方なら、どなたでも全科履修生として入学

でき、卒業時に学士（教養）の学位が授与されます。 

・教員から直接指導を受けたい方は、面接授業（スクーリング）があります。全国5

7ヵ所の学習センター等で、年間約3,000以上（栃木では約40クラス）開講してい

ます。授業形態も通常の講義形式だけでなく、実験やフィールドワークなど多彩

な形態で開講しています。 
 

学生の種類 在学期間 入学料 授業料（放送授業） 

科目履修生 
興味のある科目を履修 

半年 7,000円  

1科目 (2単位 )11,000円  

(教材費を含みます) 

選科履修生 1年  9,000円  

全科履修生 

卒業(学位取得)を目指す 

興 味 の あ る 科 目 を じ っ く

り学ぶ 

最長10年  24,000円  

 

【放送大学大学院の紹介】 

○文化科学研究科文化科学専攻修士課程 

・ 18歳以上ならばどなたでも修士選科生または修士科目生として入学でき、約70科

目の中から好きな科目を1科目からでも学べます。 

・修士全科生(2022年度4月入学生)の出願受付は8月15日～26日の間に行います。 

学生の種類 在学期間 入学料 授業料 

修士科目生 
興味のある科目を履修 

半年 14,000円  

1単位当たり11,000円  

(教材費を含みます) 

修士選科生 1年  18,000円  

修士全科生 
修 士 (学 術 )の 学 位 取 得

を目指す 
2～ 5年  48,000円  

※修士全科生は出願時検定料30,000円、研究指導料88,000円／年が必要です（研究

指導料は、2年分を一括納入します）。 

※臨床心理学プログラム所属の修士全科生は、臨床心理実習費として20,000円が必

要です。 

☆今年の10月入学生の募集は6月10日から行います。（締め切り9月13日） 

☆来年の4月入学生の募集は11月下旬から行います。 （締め切り3月中旬） 
  

○文化科学研究科文化科学専攻博士後期課程 

・2023年度4月入学生の出願受付は8月15日～26日 定員15名 
 
 

  
お問い合わせ ☆入学相談を随時行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 

放送大学栃木学習センター   

〒 321-0943 宇都宮市峰町350（宇都宮大学峰キャンパス内） 

TEL028-632-0572 FAX028-632-0570 HP https://www.sc.ouj.ac.jp/center/tochigi/ 

※受付時間 午前9時から午後5時30分（月曜日・祝日は閉所です） 

 

放送大学 放送大学で学んでみませんか！！ 
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ふくらむ夢 ここから出発                 
 
 

高齢者の生きがいある人生を支援。 
豊かな生活を送るため知識を広げましょう。  

 
∘シルバー大学校とは‥‥ 

高齢者の生きがいある人生を支援し、活力ある地域社会の実現を目指していま

す。宇都宮市に中央校、栃木市に南校、矢板市に北校があり、通学の便に合わ

せて入学できます。 

∘応募資格は‥‥ 

６０歳以上で県内に在住し、地域活動を実践しているか地域活動に意欲のある

ことです。また、５０歳～６０歳未満の方でも市町等の推薦があれば応募でき

ます。 

∘募集は‥‥ 

毎年６月。詳細については下記お問い合わせ先でご確認ください。また、シル

バー大学校のホームページをご覧ください。 

∘内容は‥‥ 

○履修年限は２年間（１０月～翌々年の９月）概ね、週１日で４時間の学習 

○１年次（地域活動に必要な基礎的な科目を全般的に学びます。） 

一 般 科 目 専 門 科 目 

  

地域活動に必要な知識を学習します。 

４８コマ/年（１コマ２時間） 

 

主な学習内容 

・知識を広げる学習 

・健康に関する学習 

・福祉サービスに関する学習 

・地域活動に関する学習 

・施設実習 等 

 

小グループに分かれ、実技・実習を 

交えながら全般的に学習します。 

８コマ×４コース＝３２コマ/年 

       （１コマ２時間） 

①  スポーツ・レクリエーション 

②  健康づくり 

③  福祉 

④  ふるさとふれあい 

２年進級時に専門学科を決め年間を通じて履修します。 

○２年次（専門科目についてより深く学びます。） 

一 般 科 目 専 門 科 目 

 

専 門 科 目 に 共 通 す る 福 祉 や 社 会 参 加

活動について学習します。 

３０コマ/年(１コマ２時間) 

主な学習内容 

・知識を広げる学習 

・福祉サービスに関する学習 

・地域活動に関する学習 

・ふるさと栃木に関する学習 等 

 

４つの学科から１つを選択し、 

実 技 ・ 実 習 を 交 え 専 門 的 に 学 習 し

ます｡ 

50コマ/年（1コマ2時間） 

①  ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ学科 

②  健康づくり学科 

③  福祉学科 

④  ふるさとふれあい学科 

∘費用は‥‥ 

授業料 年額 １９，０００円  資料代 年額 ２，１００円 
 

 
 
 
 
 

 
 ∘お問い合わせ 

中央校  宇都宮市駒生町3337-1 TEL０２８－６４３－３３９０  

南 校  栃木市神田町9-40   TEL０２８２－２２－５３２５ 

北 校  矢板市矢板54     TEL０２８７－４３－９０１０ 
 

∘ホームページ   http://silver.tochigi-kenkoufukushi.com/ 

栃木県 

シルバー大学校 
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県内に在住・在勤・在学する方のため
の学びの場です。           
  

 
 

∘とちぎ県民カレッジでは‥‥ 
とちぎ県民カレッジでは、県や市町の各施設、高等学校・大学・各種

学校などで開催される講座を県民の皆様に総合的に提供しています。た
くさんの講座の中から、子どもから大人まで、皆さま御自身が選択して
学びたいときに学ぶことができます。 

 

∘講座は‥‥ 
とちぎ県民カレッジの各講座を、次の５つのコースに分けて紹介しています。 
 
● 健康・スポーツコース 

健康やスポーツなどに関する教室や講座です。 
 

● 文化・教養コース 
文学、芸術、政治・経済、時事問題、教育等を広く学習する講座です。 
 

● 地域活動コース 
地域の団体活動やボランティア活動に必要な知識や技能を習得するための 
講座です。 
 

● 能力・自己開発コース 
職業や日常生活に必要な知識や技能を習得するための講座です。 
 

● 郷土理解コース 
郷土の歴史、文化などの学習や自然とのふれあいをすすめる講座です。 

 
講座の具体的な内容については、「とちぎレインボーネット（Web）」または

「講座一覧（冊子）」を御覧ください。 

 

∘「学習のあゆみ（手帳）」に記録しましょう！ 
講座を受講したときに、会場で「認定シール」を受け取りましょう。シール

は、「学習のあゆみ（手帳）」に貼って記録します。シールは１単位（約２時
間）で１枚入手できます。 

「学習のあゆみ（手帳）」の申込みは、申込用紙に必要事項を記入し、FAXま
たは郵送等で事務局にお申し込みください。折り返し、事務局から「学習のあ
ゆみ（手帳）」と「登録番号を記入した通知」をお送りします。 

 

∘奨励証を交付します！ 
学習を積み重ねると、１００単位ごとに奨励証を受け取ることができます。

「学習のあゆみ（手帳）」にある「申請用ハガキ」でお申し込みください。 
 

∘詳しくは‥‥ 
 講座の内容や「学習のあゆみ（手帳）」の申込みなど、とちぎ県民カ 

 レッジに関する情報は、「とちぎレインボーネット（https：//www. 
 tochigi-edu.ed.jp/rainbow-net/）」またはとちぎ県民カレッジ講座一 

覧冊子で御確認ください。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

お問い合わせ 
 
とちぎ県民カレッジ事務局（栃木県総合教育センター内） 

〒３２０－０００２ 宇都宮市瓦谷町１０７０ 

TEL ０２８－６６５－７２０６  FAX ０２８－６６５－７２１９ 

とちぎ 

県民カレッジ 
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【市民開放授業】 

※令和 4 年 2 月 1 日現在の予定。新型コロナウイルスの感染拡大により、内容の変更や中

止になる場合もございます。 

 

前期開講科目 

科 目 名：ボランティア論 

内  容：ボランティア活動の実際を学び、ボランティア活動についての理解を深める。 

開講期間：令和 4年 4月 8日（金）～令和 4年 7月 22 日（金） 全 15 回 

毎週金曜日 14 時 40 分～16 時 10 分 

※4 月 29 日（金・祝）は授業日、5月 6日（金）は休講 

場    所：国際医療福祉大学大田原キャンパス 

募集定員：50 名 

受 講 料：5,000 円（15回） 

募集期間：令和 4年 2月 21 日（月）～令和 4年 3月 4日（金） 

 

後期開講科目① 

科 目 名：総合講義～超高齢社会で認知症と向き合う 

内    容：「認知症」とはどのような病気か？ その診断、治療、予防方法や家族のケ

ア等について学び、地域でできる支援について考える。 

開講期間：令和 4年 9月 28 日（水）～令和 4年 11 月 16 日（水） 全 8回 

     毎週水曜日 18 時 00 分～19時 30 分 

場    所：国際医療福祉大学大田原キャンパス 

募集定員：50 名 

受 講 料：3,000 円（8回） 

募集期間：令和 4年 8月を予定 

 

後期開講科目② 

科 目 名：総合講義（現代社会をどう見るか） 

内    容：「世界における日本の役割」を共通のテーマとして、本学所属の経験豊富な

講師陣が、専門的知見を通して考えていく。 

開講期間：令和 4年 11 月 4 日（金）～令和 5年 1月 6日（金） 全 7回 

     原則金曜日 16 時 20 分～17時 50 分 

     ※変則開講となるため、授業日程は申込チラシをご確認ください 

場    所：国際医療福祉大学大田原キャンパス 

募集定員：50 名 

受 講 料：無料（7回） 

募集期間：令和 4年 9月を予定 

○お問い合わせ 教務課 0287-24-3209 

国 際 医 療 福 祉 大
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【オープンキャンパス】 予約制 

※令和 4年 2月 1日現在の予定 

○内容 キャンパスツアー型のオープンキャンスを開催。 

※キャンパスツアーでは各学科について、教室や実習室を訪問しミニ講義や体験な

どを交えて紹介します。 

○日程 6 月 5 日（日）、7月 31 日（日）、8月 11 日（木・祝）、8月 21 日（日）、 

9 月 23 日（金・祝）、2023 年 3 月 25 日（土） 

※詳細な時間につきましては、現在調整中です。 

※新型コロナの感染拡大により、内容の変更や中止の場合もございます。 

○お問い合わせ 広報室 0287-24-3210 

【風花祭（大学祭）】 

○日程 10 月 8日（土）・9日（日）※日程変更の場合あり 

○お問い合わせ 学生課 0287-24-3003 

【図書館】 

〇利用可能日 

平日 9：00 ～ 20：30、土曜日 9：00 ～ 17：00 

※ 休館日：日曜日・祝日・夏季・年末年始・蔵書点検 

※ 試験期間や大学行事日など利用を制限させていただく場合があります。 

※ 事前に図書館ホームページでカレンダーをご確認ください。 

※ 利用者は窓口にて、登録が必要です。 

【新型コロナウイルス感染防止に関するお願い】 

 ・入口等に設置した消毒液で手指消毒をお願いします。 

 ・入館時には、申込書記入および検温にご協力ください。 

・マスク着用をお願いします。 

〇お問い合わせ 図書館 0287-24-3041 

【その他のお問い合わせ】 

 〒324-8501 栃木県大田原市北金丸 2600-1 

 国際医療福祉大学 総務課 

 TEL．0287-24-3000(代) FAX．0287-24-3100 

 

大田原キャンパス 
図書館ホームページ 
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講演会、展示会、大田原市立図書館、歴史・文化、健康・福祉、その他 

 

ソフトボール、バレーボール、テニス、卓球、柔道、剣道、相撲、 

駅伝・マラソン、グラウンドゴルフ、ゴルフ、スナックゴルフ・ゴルゲート、 

インディアカ、ボウリング、スポーツチャンバラ、その他レクリエーション 

 

 

自然観察館、天文館 

イベント 

まつり・産業祭                   P.20 

スポーツ                      P.26 

ふれあいの丘                    P.32 

那須野が原ハーモニーホール             P.35 

知識・文化・教養                  P.21 



大田原東地区文化祭

地区内自治公民館、市民学校受講生等による作品展示、若中との合同文化祭
○期間/11月頃(未定)　○時間/9:00～15:20　○対象/地区内自治公民館等
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/未定　○募集月/申込み不要
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

大田原西地区文化祭

地区内自治公民館、市民学校受講生等による作品展示
○期間/10月下旬　○時間/9:00～15:20　○対象/地区内自治公民館等
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/大田原中学校　○募集月/申込み不要
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

金田地区文化祭

地区内住民による作品等の展示、発表
○期間/11月12日　○時間/8:30～15:00　○対象/地区内住民等
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/金田北地区公民館　○募集月/10月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

コミセンふれあい
夏徳まつり

金田南部地区コミュニティの夏祭り
○期間/8月（全1回）　○時間/11:00～15:00　○対象/コミュニティ会員
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/金田南地区公民館　○募集月/申込み不要
○問合せ/金田南地区公民館　☎ 0287-23-2260

親園地区文化祭

文化の高い地域社会づくりを行う
○期間/11月13日(日)　○時間/8:30～15:00　○対象/地区内住民等
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/親園地区公民館　○募集月/9月
○問合せ/親園地区公民館　☎ 0287-28-2444

野崎地区文化祭

講座生徒等の作品展・発表会
○期間/11月12日、13日　○時間/12日(13:00～16:00)、13日(9:00～16:00)
○対象/一般・幼児・児童・生徒　○定員/無し　○参加費/未定
○会場/野崎中学校　○募集月/9月～10月
○問合せ/野崎地区公民館　☎ 0287-29-2605

佐久山納涼花火大会

花火大会・灯篭流し
○期間/8月16日　○時間/19:00～21:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/佐久山箒川河川敷(岩井橋付近)　○募集月/無し
○問合せ/佐久山商興会　☎ 0287-28-0038

佐久山もみじ祭

ライトアップ、農産、物販売他
○期間/11月10日～25日　○時間/ライトアップ(17:00～21:00)　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/佐久山御殿山公園　○募集月/無し
○問合せ/佐久山地区活性化協議会　☎ 0287-28-1315

佐久山地区産業文化祭

文化の高い地域社会づくりを行う
○期間/11月13日　○時間/9:00～14:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/佐久山小学校　○募集月/10月
○問合せ/佐久山地区公民館　☎ 0287-28-0872

湯津上地区文化祭

市民学校受講生、自主講座、地域住民、児童生徒等の作品展示及び発表会
○期間/11月　○時間/9:30～15:30　○対象/地区内住民　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/湯津上地区公民館　○募集月/9月
○問合せ/湯津上地区公民館　☎ 0287-98-3425

黒羽地区公民館まつり

市民学校・自主グループ・各自治公民館による作品展示及び活動発表
○期間/10月（2日間）　○時間/】9:00～16:00　○対象/　○定員/無し
○参加費/未定　○会場/黒羽4地区　○募集月/8月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

道の駅18周年祭

お米の無料配布
○期間/4月4日～10日　○時間/9:00～　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/道の駅那須与一の郷　○募集月/無し
○問合せ/道の駅那須与一の郷　☎ 0287-23-8641

新茶祭り

新茶の試飲・即売
○期間/6月中旬　○時間/9:00～15:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/道の駅那須与一の郷　○募集月/無し
○問合せ/道の駅那須与一の郷　☎ 0287-23-8641

野菜の日

未定
○期間/8月31日　○時間/9:00～17:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/道の駅那須与一の郷　○募集月/無し
○問合せ/道の駅那須与一の郷　☎ 0287-23-8641

まつり・産業祭
まつり・産業祭
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新そば祭り

新そば・そばがき試食等
○期間/11月28日　○時間/10:00～15:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/道の駅那須与一の郷　○募集月/無し
○問合せ/道の駅那須与一の郷　☎ 0287-23-8641

いちご祭り

いちご関連グルメ販売
○期間/1月14日　○時間/9:00～17:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/道の駅那須与一の郷　○募集月/無し
○問合せ/道の駅那須与一の郷　☎ 0287-23-8641

プールまつり

プールを15：00まで無料開放し、アットホームな手作りイベントの開催
○期間/8月　○時間/10:00～15:00　○対象/施設利用者　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/大田原市屋内温水プール　○募集月/無し
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

大田原東地区
教育講演会

教育講演会
○期間/12月頃(未定)　○時間/未定　○対象/大小・若中PTA、一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/若草中学校　○募集月/未定
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

大田原西地区
教育講演会

教育講演会
○期間/未定　○時間/未定　○対象/大中・西小・紫小PTA、一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

教育講演会

学ぶ心と希望を与える講演
○期間/未定　○時間/未定　○対象/未定　○定員/無し　○参加費/未定
○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/野崎地区公民館　☎ 0287-29-2605

佐久山地区文化講演会

青少年の健全育成を目的とした講演会
○期間/未定　○時間/10:00～12:00　○対象/　○定員/未定　○参加費/未定
○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/佐久山地区公民館　☎ 0287-28-0872

地域ぐるみ青少年
健全育成講演会

未定
○期間/未定　○時間/13:00～15:00　○対象/黒羽4地区(予定)　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

大田原市青少年
健全育成市民大会

小中学生の標語・作文の表彰・発表、青少年健全育成・非行防止等に関する講演会
○期間/7月2日　○時間/13:30～16:00　○対象/市民　○定員/340名
○参加費/無料　○会場/総合文化会館ホール　○募集月/5月
○問合せ/教育支援センター　☎ 0287-22-5884

第２５回全国竹芸展

竹工芸作品を全国から募集し、全作品展示するとともに優秀作品を表彰
○期間/11月4日～6日　○時間/9:30～16:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/1,000円(予定)　○会場/那須与一伝承館多目的ホール  ○募集月/9月下旬
○問合せ/文化振興課　文化振興係　☎ 0287-23-3129

ＭＯＡ美術館
おおたわら児童作品展

市内小学生から絵画を募集し、入選作品を展示するとともに、入賞者を表彰
○期間/12月中旬～1月上旬(予定)　○時間/9:00～17:00　○対象/市内小学生
○定員/無し  ○参加費/無料 ○会場/トコトコ大田原(予定) ○募集月/7月～9月上旬
○問合せ/文化振興課　文化振興係　☎ 0287-23-3129

第３３回黒羽芭蕉の里
全国俳句大会

全国から作品を募集し、優秀作品を表彰
○期間/自由題の部：1月4日～3月7日、席題の部：6月26日
○時間/10:00～16:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/自由題：2句1組1,000円、席題：一人500円　(昼食別途1,000円)
○会場/席題の部：ホテル花月
○募集月/自由題：1月4日～3月7日、席題：当日受付
○問合せ/文化振興課　文化振興係　☎ 0287-23-3129

第８回ゲタ箱展

ゲタ箱を利用した世界中の絵画・彫刻などの作品展
○期間/6月18日～30日(予定)　○時間/10:00～16:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/芸術文化研究所　○募集月/無し
○問合せ/芸術文化研究所　☎ 0287-59-0004

まつり・産業祭

展示会

知識・文化・教養
講演会
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第８回ゲタ箱展
ギャラリートーク

ゲタ箱展の作品解説
○期間/6月18日～19日(予定)
○時間/(6月18日)11:00～12:00、(6月19日)13:00～14:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/芸術文化研究所　○募集月/無し
○問合せ/芸術文化研究所　☎ 0287-59-0004

第１２回
芸術文化研究所研究員展

研究員の作品展
○期間/6月18日～30日(予定)　○時間/10:00～16:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/芸術文化研究所　○募集月/無し
○問合せ/芸術文化研究所　☎ 0287-59-0004

第３回
気鋭作家公開制作展・
イン・大田原２０２２

彫刻・絵画の公開制作
○期間/8月上旬から中旬(予定)　○時間/10:00～16:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/芸術文化研究所　○募集月/無し
○問合せ/芸術文化研究所　☎ 0287-59-0004

特集展
「福原那須氏ゆかりの郷」

福原地区の歴史を紹介する展示会
○期間/4月29日～6月19日(予定)　○時間/9:00～17:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/入館料　○会場/那須与一伝承館展示室　○募集月/無し
○問合せ/那須与一伝承館　☎ 0287-20-0220

企画展「奥州道中」

江戸時代の街道と宿場の展示会
○期間/10月29日～12月18日(予定)　○時間/9:00～17:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/入館料　○会場/那須与一伝承館展示室　○募集月/無し
○問合せ/那須与一伝承館　☎ 0287-20-0220

特別展示
「那須与一とは」

「扇の的」が行われた屋島合戦の時期にあわせた与一特集の展示会
○期間/令和5年2月11日～3月21日(予定)　○時間/9:00～17:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/入館料　○会場/那須与一伝承館展示室　○募集月/無し
○問合せ/那須与一伝承館　☎ 0287-20-0220

特別展示
「那須家の雛人形」

那須家伝来の雛人形を展示
○期間/令和5年2月11日～3月21日(予定)　○時間/9:00～17:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/入館料　○会場/那須与一伝承館展示室　○募集月/無し
○問合せ/那須与一伝承館　☎ 0287-20-0220

那須家の雛人形展関連企画
「古布と和つるし雛飾り展」

つるし雛等の手芸品の展示
○期間/令和5年2月下旬～3月初旬(予定)　○時間/9:00～17:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/入館料　○会場/那須与一伝承館多目的ホール
○募集月/無し　○問合せ/那須与一伝承館　☎ 0287-20-0220

ピノキオおはなし会

絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作等
○期間/毎月第1・3日曜(全24回)感染状況により中止の場合あり
○時間/14:00～15:00　○対象/幼児～児童　○定員/無し　○参加費/無料
○会場/大田原図書館おはなしコーナー　○募集月/無し
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

ガールスカウト
子どものつどい

絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作等
○期間/毎月第2日曜(全12回)感染状況により中止の場合あり
○時間/14:00～15:00　○対象/幼児～児童　○定員/無し　○参加費/無料
○会場/大田原図書館おは無しコーナー　○募集月/無し
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

にじいろおはなし会

絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作等
○期間/毎月第4火曜(全8回)感染状況により中止の場合あり
○時間/11:00～11:30　○対象/幼児～児童　○定員/無し　○参加費/無料
○会場/トコトコ大田原３階つどいの広場　○募集月/無し
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

おひさまぽかぽかの会

絵本の読み聞かせ、工作等
○期間/毎月第2金曜(全10回)感染状況により中止の場合あり
○時間/11:00～11:30　○対象/幼児～児童　○定員/感染状況を見て設定
○参加費/無料　○会場/しんとみ子育て支援センター　○募集月/無し
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

本・雑誌リサイクル

図書館で不要になった本の無料配布
○期間/通年、リサイクル資料がなくなったら終了　○時間/開館時間中
○対象/児童・一般　○定員/無し　○参加費/無料　○会場/大田原図書館
○募集月/無し
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

大田原市立図書館

展示会
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バルーンアート教室

バルーンアートの作成
○期間/7月(予定)感染状況により中止の場合あり　○時間/未定
○対象/小学生以上　○定員/20組　○参加費/無料
○会場/トコトコ大田原3階(予定)　○募集月/7月(予定)
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

バリアフリー映画会

映画鑑賞
○期間/9月(予定)感染状況により中止の場合あり　○時間/未定　○対象/一般
○定員/感染状況を見て設定　○参加費/無料　○会場/トコトコ大田原3階(予定)
○募集月/8月(予定)
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

TOKOTOKO感謝祭
リサイクル祭り

図書館で不要になった本の無料配布
○期間/10月(予定)感染状況により中止の場合あり　○時間/10:00～15:00
○対象/児童・一般　○定員/無し　○参加費/無料　○会場/トコトコ大田原
○募集月/無し
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

おはなしフェスティバル

ボランティア団体による絵本の読み聞かせ、手遊び等
○期間/11月～12月(予定)感染状況により中止の場合あり　○時間/未定
○対象/児童・一般　○定員/感染状況を見て設定　○参加費/無料
○会場/トコトコ大田原2階　○募集月/無し
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

クリスマス人形劇

人形劇
○期間/12月(予定)感染状況により中止の場合あり　○時間/未定
○対象/児童・一般　○定員/感染状況を見て設定　○参加費/無料
○会場/トコトコ大田原３階　○募集月/11月(予定)
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

人形劇

人形劇
○期間/3月(予定)感染状況により中止の場合あり　○時間/未定
○対象/児童・一般　○定員/無し　○参加費/無料
○会場/湯津上庁舎２階多目的ホール　○募集月/2月予定
○問合せ/大田原図書館　☎ 0287-23-4560

お話会コアラ

絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作等
○期間/毎月第2日曜(全10回)感染状況により中止の場合あり
○時間/11:00～12:00　○対象/幼児～児童　○定員/無し　○参加費/無料
○会場/黒羽図書館視聴覚室　○募集月/無し
○問合せ/黒羽図書館　☎ 0287-59-0855

本・雑誌リサイクル

図書館で不要になった本の無料配布
○期間/通年、リサイクル資料がなくなったら終了　○時間/開館時間中
○対象/児童・一般　○定員/無し　○参加費/無料
○会場/黒羽図書館　○募集月/無し
○問合せ/黒羽図書館　☎ 0287-59-0855

人形劇

人形劇
○期間/10月(予定)感染状況により中止の場合あり　○時間/未定
○対象/児童・一般　○定員/感染状況を見て設定　○参加費/無料
○会場/黒羽図書館視聴覚室　○募集月/10月(予定)
○問合せ/黒羽図書館　☎ 0287-59-0855

としょかんクイズ

図書館の中のものから出題、クイズに答えよう
○期間/3月(予定)感染状況により中止の場合あり　○時間/未定
○対象/児童・一般　○定員/感染状況を見て設定　○参加費/無料
○会場/黒羽図書館視聴覚室　○募集月/無し
○問合せ/黒羽図書館　☎ 0287-59-0855

日本遺産関連展示

傘松農場や平田東助に関わる展示
○期間/7月上旬～8月上旬(予定)　○時間/9:00～17:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/大田原市歴史民俗資料館　○募集月/無し
○問合せ/大田原市歴史民俗資料館　☎ 0287-98-2151

民俗企画展

大田原市の歴史民俗に・関わる展示会
○期間/12月上旬～2月上旬　○時間/9:00～17:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/入館料　○会場/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館　○募集月/無し
○問合せ/大田原市歴史民俗資料館　☎ 0287-98-2151

テーマ展

所蔵資料や寄贈資料の紹介
○期間/2月～3月　○時間/9:00～17:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/大田原市歴史民俗資料館　○募集月/無し
○問合せ/大田原市歴史民俗資料館　☎ 0287-98-2151

歴史・文化

大田原市立図書館
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連携展「巡回展」

栃木県内で近年実施された発掘調査の速報展
○期間/7月上旬～8月下旬(予定)　○時間/9:00～17:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/入館料
○会場/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館、那珂川町なす風土記の丘資料館
○募集月/無し　○問合せ/那珂川町なす風土記の丘資料館　☎ 0287-96-3366

連携展「巡回展」
展示解説

連携展展示に関する解説
○期間/7月・8月各1回(予定)　○時間/13:30～　○対象/一般
○定員/各回20名程度　○参加費/入館料　○募集月/無し
○会場/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館、那珂川町なす風土記の丘資料館
○問合せ/那珂川町なす風土記の丘資料館　☎ 0287-96-3366

第30回特別展
「日本考古学発祥の地」

徳川光圀による日本初の学術発掘調査である侍塚古墳の発掘と、那須国造碑を含む史
跡保護について
○期間/9月上旬～11月上旬(予定)　○時間/9:00～17:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/入館料　○募集月/無し
○会場/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館、那珂川町なす風土記の丘資料館
○問合せ/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館　☎ 0287-98-3322

第30回特別展
史跡見学会

特別展に関する史跡等をバスで見学
○期間/9月24日(予定)　○時間/8:00～18:00　○対象/一般　○定員/20名程度
○参加費/実費　○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/那珂川町なす風土記の丘資料館　☎ 0287-96-3366

第30回特別展
史跡ウォーク

特別展に関する史跡等を徒歩で見学
○期間/11月5日(予定)　○時間/9:00～15:00　○対象/一般　○定員/20名程度
○参加費/実費　○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/那珂川町なす風土記の丘資料館　☎ 0287-96-3366

第30回特別展
講演会

第30回特別展関連の講演会
○期間/10月23日(予定)　○時間/13:30～15:30　○対象/一般
○定員/50名程度　○参加費/無料　○会場/那珂川町ふるさと館　○募集月/未定
○問合せ/那珂川町なす風土記の丘資料館　☎ 0287-96-3366

第30回特別展
展示解説

第30回特別展関連の展示解説
○期間/9月11日、11月13日　全2回(予定)　○時間/13:30～　○対象/一般
○定員/各回20名　○参加費/入館料　○募集月/無し
○会場/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館、那珂川町なす風土記の丘資料館
○問合せ/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館　☎ 0287-98-3322

ミニ企画展
探検！大田原の遺跡

市内での発掘調査に関連する企画展
○期間/1月下旬～3月上旬(予定)　○時間/9:00～17:00　○対象/一般
○定員/無し　○参加費/入館料　○会場/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館
○募集月/無し
○問合せ/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館　☎ 0287-98-3322

ミニ企画展
ギャラリートーク

ミニ企画展の展示解説
○期間/2月4日、3月14日(全2回予定)　○時間/13:30～　○対象/一般
○定員/各回20名  ○参加費/入館料  ○会場/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館
○募集月/無し
○問合せ/大田原市なす風土記の丘湯津上資料館　☎ 0287-98-3322

テーマ展
「黒羽藩主大関氏の
　　御用窯 岡の台瀬戸焼」

江戸後期の文化年間頃に黒羽藩で焼成されていた陶器の展示
○期間/4月23日～5月8日　○時間/9:00～17:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/入館料  ○会場/黒羽芭蕉の館研修室　○募集月/無し
○問合せ/黒羽芭蕉の館　☎ 0287-54-4151

企画展「文化人大名大関増
業の編著書」

江戸後期の黒羽藩11代藩主大関増業による多数の編著書の展示
○期間/11月2日～12月11日　○時間/9:00～17:00　○対象/一般
○定員/無し  　○参加費/入館料  ○会場/黒羽芭蕉の館研修室　○募集月/無し
○問合せ/黒羽芭蕉の館　☎ 0287-54-4151

健康セミナー

健康保持増進を図るための講演会
○期間/未定　○時間/未定　○対象/未定　○定員/未定　○参加費/無料
○会場/那須野が原ハーモニーホール　○募集月/申込み不要
○問合せ/健康政策課　健康政策係　☎ 0287-23-8704

体力づくり実技研修

健康づくりに関する実技研修
○期間/未定　○時間/未定　○対象/未定　○定員/未定　○参加費/無料
○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/健康政策課　健康政策係　☎ 0287-23-8704

健康・福祉

歴史・文化
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ふれあいひろば
(東部地区社会福祉協議会)

ミニ運動会、ふれあい交流、ふれあい鍋他
○期間/10月10日　○時間/9:00～15:00　○対象/一般住民　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/大田原小学校校庭　○募集月/無し
○問合せ/大田原市社会福祉協議会地域福祉係　☎ 0287-23-1130

あったか広場
(西部地区社会福祉協議会)

交流イベント、模擬店他
○期間/10月30日　○時間/9:00～15:00　○対象/一般住民　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/大田原中学校校庭　○募集月/無し
○問合せ/大田原市社会福祉協議会地域福祉係　☎ 0287-23-1130

ふれあい紫広場
(紫塚地区社会福祉協議会)

模擬店、発表会他
○期間/未定　○時間/9:00～15:00　○対象/一般住民　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/紫塚小学校体育館　○募集月/無し
○問合せ/大田原市社会福祉協議会地域福祉係　☎ 0287-23-1130

ゆうあい広場
(湯津上地区社会福祉協議会)

交流、イベント、模擬店他
○期間/11月　○時間/9:30～14:30　○対象/一般住民　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/湯津上地区公民館　○募集月/無し
○問合せ/大田原市社会福祉協議会湯津上支所　☎ 0287-98-3715

市民憲章推進大会

市民憲章を推進する
○期間/11月19日　○時間/未定　○対象/一般　○定員/未定　○参加費/無料
○会場/総合文化会館　○募集月/無
○問合せ/生涯学習課　中央公民館係　☎ 0287-23-2005

はたちの集い（成人式）

成人者を祝う式典
○期間/1月3日　○時間/10:00～12:00　○対象/令和4年度に20歳を迎える方
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/那須野が原ハーモニーホール　○募集月/1月
○問合せ/生涯学習課　中央公民館係　☎ 0287-23-2005

将棋の集い

将棋を普及推進、プロ棋士による指導
○期間/2月18日　○時間/9:30～12:30　○対象/小中学生、一般市民
○定員/未定　○参加費/無料　○会場/生涯学習センター　○募集月/無
○問合せ/生涯学習課　中央公民館係　☎ 0287-23-2005

子ども会育成会リーダー
研修会

大田原東地区子供会リーダー育成事業
○期間/未定　○時間/未定　○対象/東地区内子供会　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/未定　○募集月/実施月の1ヶ月前
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

子ども育成会リーダー
研修会

地域の人々と古くからの文化等を一緒に体験し感謝の気持ちを育てる
○期間/9月上旬　○時間/9:00～12:00　○対象/地区内の中学生　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/金田南中学校　○募集月/実施1か月前
○問合せ/金田南地区公民館　☎ 0287-23-2260

野崎地区子供会リーダー
研修会

野崎地区子供会リーダー育成事業
○期間/6月　○時間/8:30～12:00　○対象/地区内子供会　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/野崎研修センター　○募集月/5月
○問合せ/野崎地区自治公民館　☎ 0287-29-2605

婚活マスター事業
「おしゃべりタイム」

独身男女が気軽におしゃべりする場
○期間/毎月25日前後(全12回)　○時間/18:30～20:30
○対象/20歳以上の独身男女　○定員/無し　○参加費/無料
○会場/生涯学習センター研修室D　○募集月/申込み不要
○問合せ/政策推進課　市民協働係　☎ 0287-23-8715

農業体験フェスタ

昔の農具を使いながらサツマイモつくりに挑戦
○期間/4月～10月(全3回、予定)　○時間/10:00～12:00　○対象/一般
○定員/20名　○参加費/無料　○会場/大田原市歴史民俗資料館　○募集月/無し
○問合せ/大田原市歴史民俗資料館　☎ 0287-98-2151

農業体験

お茶摘み・手もみ
○期間/5月28日(土)　○時間/9:00～12:00　○対象/無し　○定員/20人
○参加費/500円　○会場/大田原市須賀川　○募集月/
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

農業体験

梅の実収穫・梅干し漬け
○期間/6月18日(土)　○時間/9:00～12:00　○対象/無し　○定員/16人
○参加費/1,500円　○募集月/5月
○会場/大田原市湯津上梅園圃場・湯津上農村環境改善センター
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

その他

健康・福祉
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農業体験

田舎饅頭作り
○期間/7月2日(土)　○時間/9:00～12:00　○対象/無し　○定員/16人
○参加費/500円　○会場/湯津上農村環境改善センター　○募集月/6月
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

農業体験

ブルーベリー収穫・ジャム作り
○期間/8月6日(土)　○時間/9:00～12:00　○対象/無し　○定員/12人
○参加費/1,500円　○会場/大田原市佐良土圃場・佐良土多目的交流センター
○募集月/5月
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

農業体験

麹の漬物・三五八床作り
○期間/9月3日(土)　○時間/9:00～12:00　○対象/無し　○定員/16人
○参加費/500円　○会場/湯津上農村環境改善センター　○募集月/8月
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

農業体験

さつま芋掘り・栗きんとん作り
○期間/10月15日(土)　○時間/9:00～12:00　○対象/無し　○定員/16人
○参加費/1,000円　○会場/ポッポ農園・湯津上農村環境改善センター
○募集月/9月
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

農業体験

そば打ち
○期間/11月26日(土)　○時間/9:00～12:00　○対象/無し　○定員/12人
○参加費/1,000円　○会場/大田原市総合文化会館　○募集月/11月
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

農業体験

門松作り
○期間/12月17日(土)(全1回)　○時間/9:00～12:00　○対象/無し
○定員/40本分　○参加費/1,500円　○会場/大田原市役所須賀川出張所
○募集月/11月
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

農業体験

はりはり漬け・おから煮作り
○期間/令和5年1月14日(土)(全1回)　○時間/9:00～12:00　○対象/無し
○定員/16人　○参加費/500円　○会場/湯津上農村環境改善センター
○募集月/12月
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

農業体験

味噌作り
○期間/令和5年2月4日(土)(全1回)　○時間/9:00～12:00　○対象/無し
○定員/20人　○参加費/1,500円　○会場/黒羽大輪農産加工所　○募集月/1月
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

農業体験

味噌作り
○期間/令和5年2月4日(土)(全1回)　○時間/13:00～16:00　○対象/無し
○定員/20人　○参加費/1,500円　○会場/黒羽大輪農産加工所　○募集月/1月
○問合せ/(公財)大田原市農業公社管理係　☎ 0287-23-4834

大田原東地区自治公民館対
抗ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/未定(6月頃)　○時間/9:00～　○対象/東地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/　○募集月/未定
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

大田原西地区自治公民館
対抗ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/6月　○時間/9:00～　○対象/西地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/大田原グリーンパーク　○募集月/未定
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

金田北地区自治公民館
対抗ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/6月　○時間/8:30～14:00　○対象/地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/市野沢小学校、金田北中学校　○募集月/5月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

親園地区自治公民館対抗
ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/7月3日(日)　○時間/8:30～15:30　○対象/地区内自治公民館
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/大田原グリーンパーク　○募集月/6月
○問合せ/親園地区公民館　☎ 0287-28-2444

スポーツ

その他

ソフトボール
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野崎地区自治公民館対抗
ソフトボール大会

地区自治公民館対抗試合
○期間/5月　○時間/8:30～16:00　○対象/地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/上石上公園・野崎中学校校庭　○募集月/4月
○問合せ/野崎地区自治公民館　☎ 0287-29-2605

黒羽地区自治公民館対抗
ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/未定　○時間/13:00～15:00　○対象/黒羽地区内自治公民館
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/黒羽運動公園　○募集月/5月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

川西地区自治公民館対抗
ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/10月22日　○時間/8:30～12:00　○対象/川西地区内自治公民館
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/黒羽運動公園　○募集月/5月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

両郷地区自治公民館対抗
ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/未定(6月頃)　○時間/8:30～　○対象/両郷地区内自治公民館
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/黒羽運動公園　○募集月/5月
○問合せ/両郷地区公民館　☎ 0287-59-0111

第45回春季市民
ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/5月9日～18日　○時間/18:00～21:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/大田原グリーンパーク　○募集月/3月下旬
○問合せ/市ソフトボール協会　☎ 0287-28-2054

第39回スポーツフェスティ
バル大会兼壮年
ソフトボール大会県予選

ソフトボール大会
○期間/6月20日～25日　○時間/18:00～21:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/大田原グリーンパーク　○募集月/5月下旬
○問合せ/市ソフトボール協会　☎ 0287-28-2054

第8回ファミリーマート杯争
奪小学生女子
ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/7月16日～18日　○時間/8:00～　○対象/小学生　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/大田原グリーンパーク　○募集月/6月上旬
○問合せ/市ソフトボール協会　☎ 0287-28-2054

第27回大田原中央ロータ
リークラブ旗争奪小学生
少女ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/8月6日～7日　○時間/8:00～　○対象/市内小学生　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/大田原グリーンパーク　○募集月/7月上旬
○問合せ/市ソフトボール協会　☎ 0287-28-2054

第40回秋季市民
ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/9月5日～13日　○時間/18:00～21:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/大田原グリーンパーク　○募集月/8月上旬
○問合せ/市ソフトボール協会　☎ 0287-28-2054

第18回大田原市長杯兼
大田原市ソフトボール
協会旗争奪小学生
少女ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/9月10日～17日　○時間/8:00　○対象/市内小学生　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/大田原グリーンパーク　○募集月/8月上旬
○問合せ/市ソフトボール協会　☎ 0287-28-2054

第24回大田原ロータリー旗
争奪小学生少女
ソフトボール大会

ソフトボール大会
○期間/10月22日～23日　○時間/8:00～　○対象/市内小学生　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/大田原グリーンパーク　○募集月/9月上旬
○問合せ/市ソフトボール協会　☎ 0287-28-2054

第45回ソフトボール選手権
大会兼第25回県北ソフト
ボール大会予選会

ソフトボール大会
○期間/10月12日～19日　○時間/18:00～21:00　○対象/一般　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/大田原グリーンパーク　○募集月/9月上旬
○問合せ/市ソフトボール協会　☎ 0287-28-2054

大田原東地区
自治公民館対抗
ソフトバレーボール大会

ソフトバレーボール大会
○期間/未定(11月頃)　○時間/9:00～　○対象/東地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/県北体育館サブアリーナ　○募集月/未定
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

大田原西地区
自治公民館対抗
ソフトバレーボール大会

教育講演会
○期間/未定(11月頃)　○時間/9:00～　○対象/西地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/県北体育館サブアリーナ　○募集月/未定
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

ソフトボール

バレーボール
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金田北地区
自治公民館対抗
女性バレーボール大会

バレーボール大会
○期間/6月　○時間/8:30～14:00　○対象/地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/金田北中学校　○募集月/5月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

野崎地区自治公民館対抗
ソフトバレーボール大会

地区自治公民館対抗試合
○期間/9月　○時間/8:30～16:00　○対象/地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/石上小　○募集月/7月
○問合せ/野崎地区自治公民館　☎ 0287-29-2605

黒羽地区自治公民館対抗
ソフトバレーボール大会

ソフトバレーボール大会
○期間/未定　○時間/8:00～15:00　○対象/黒羽地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/黒羽体育館　○募集月/5月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

川西地区自治公民館対抗
ソフトバレーボール大会

ソフトバレーボール大会
○期間/未定　○時間/8:00～15:00　○対象/川西地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/黒羽体育館　○募集月/5月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

両郷地区自治公民館対抗
ソフトバレーボール大会

ソフトバレーボール大会
○期間/未定(6月頃)　○時間/8:30～　○対象/両郷地区内自治公民館
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/黒羽体育館　○募集月/5月
○問合せ/両郷地区公民館　☎ 0287-59-0111

第40回春季市民
ソフトテニス大会

ソフトテニス大会
○期間/中学生の部：4月9日(土)、一般高校以上：4月17日(日)　○時間/未定
○対象/市内中学生以上、職域　○定員/無し　○参加費/有料(中学生は無料)
○会場/美原公園テニスコート　○募集月/未定
○問合せ/NPO法人大田原市体育協会事務局　☎ 0287-22-8018

第59回秋季市民
ソフトテニス大会

ソフトテニス大会
○期間/10月23日(日)　○時間/未定　○対象/市内高校生以上、職域　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/美原公園テニスコート　○募集月/未定
○問合せ/NPO法人大田原市体育協会事務局　☎ 0287-22-8018

第41回大田原春季市民
テニス大会

テニス大会
○期間/5月8日(日)、予備日5月15日(日)　○時間/未定　○対象/市民
○定員/無し　○参加費/有料　○会場/美原公園テニスコート　○募集月/未定
○問合せ/NPO法人大田原市体育協会事務局　☎ 0287-22-8018

第42回大田原秋季市民
テニス大会

テニス大会
○期間/12月4日(日)、予備日12月11日　○時間/未定　○対象/市民
○定員/無し　○参加費/有料　○会場/美原公園テニスコート　○募集月/未定
○問合せ/NPO法人大田原市体育協会事務局　☎ 0287-22-8018

会長杯卓球大会

卓球大会
○期間/6月(予定)　○時間/未定　○対象/一般　○定員/無し　○参加費/有料
○会場/大田原体育館　○募集月/未定
○問合せ/NPO法人大田原市体育協会事務局　☎ 0287-22-8018

与一杯卓球大会

卓球大会
○期間/11月(予定)　○時間/未定　○対象/県北地区中学生　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/県北体育館　○募集月/未定
○問合せ/NPO法人大田原市体育協会事務局　☎ 0287-22-8018

第37回大田原市民
柔道大会

柔道大会
○期間/12月中旬　○時間/未定　○対象/市内小中学生及び一般　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/県北体育館　○募集月/未定
○問合せ/NPO法人大田原市体育協会事務局　☎ 0287-22-8018

第35回市民剣道大会

剣道大会
○期間/10月2日(日)　○時間/未定　○対象/学生、一般　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/県北体育館　○募集月/未定
○問合せ/NPO法人大田原市体育協会事務局　☎ 0287-22-8018

バレーボール

テニス

卓球

柔道

剣道
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市小学生相撲大会

相撲大会
○期間/6月19日　○時間/9:00～15:00　○対象/市内小学生　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/美原公園相撲場　○募集月/5月
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

第50回芭蕉の里
くろばねマラソン大会

マラソン大会
○期間/12月18日(予定)　○時間/10:00～12:00
○対象/小学生、中学生、高校生、一般、親子　○定員/無し　○参加費/有料
○会場/黒羽運動公園周辺　○募集月/未定
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

第64回
大田原市内駅伝大会

駅伝
○期間/9月24日　○時間/8:15～13:00　○対象/市内中学生、一般
○定員/無し　○参加費/一般のみ有料　○会場/湯津上支所　○募集月/無し
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

第72回
那須地区駅伝競走大会

駅伝
○期間/10月22日　○時間/9:15～14:00　○対象/中学生、一般　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/那須野が原公園　○募集月/無し
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

第64回栃木県郡市町
駅伝競走大会

駅伝
○期間/1月29日　○時間/9:15～15:30　○対象/中学生、高校生、一般
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/宇都宮市～栃木市　○募集月/無し
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

第10回
与一くん駅伝大会要項

駅伝
○期間/12月3日　○時間/8:50～12:00　○対象/市内小学生　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/美原公園陸上競技場　○募集月/無し
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

自治公民館対抗
グラウンドゴルフ大会

地区大会を勝ち抜いた自治公民館チームによるグラウンドゴルフ大会
○期間/10月22日　○時間/8:30～12:00　○対象/地区大会上位2チーム
○定員/120名　○参加費/　○会場/無料　○募集月/無
○問合せ/生涯学習課　中央公民館係　☎ 0287-23-2005

大田原東地区
自治公民館対抗
グラウンドゴルフ大会

グラウンドゴルフ大会
○期間/未定(9月頃)　○時間/9:00～　○対象/東地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/水辺公園グラウンドゴルフ場　○募集月/未定(9月上旬)
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

大田原東地区子供会対抗
グラウンドゴルフ大会

グラウンドゴルフ大会
○期間/未定(10月上旬)　○時間/9:00～　○対象/東地区内子供会　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/水辺公園グラウンドゴルフ場　○募集月/未定
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

大田原西地区
自治公民館対抗
グラウンドゴルフ大会

グラウンドゴルフ大会
○期間/9月　○時間/9:00～　○対象/西地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/水辺公園グラウンドゴルフ場　○募集月/未定
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

大田原西地区子供会対抗
グラウンドゴルフ大会

グラウンドゴルフ大会
○期間/11月　○時間/9:00～　○対象/西地区内子供会　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/水辺公園グラウンドゴルフ場　○募集月/未定
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

金田北地区
自治公民館対抗
グラウンドゴルフ大会

グラウンドゴルフ大会
○期間/7月　○時間/8:30～　○対象/地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/金田北地区公民館　○募集月/5月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

金田南地区
自治公民館対抗
グラウンドゴルフ大会

グラウンドゴルフ大会
○期間/9月上旬(全1回)　○時間/9:00～　○対象/地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/金田北地区公民館グラウンド　○募集月/5月
○問合せ/金田南地区公民館　☎ 0287-23-2260

親園地区自治公民館対抗
グラウンドゴルフ大会

グラウンドゴルフ大会
○期間/6月5日(日)　○時間/8:30～14:00　○対象/地区内自治公民館
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/水辺公園　○募集月/5月
○問合せ/親園地区公民館　☎ 0287-28-2444

駅伝・マラソン

グラウンドゴルフ

相撲
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野崎地区自治公民館対抗
グラウンドゴルフ大会

地区自治公民館対抗試合
○期間/7月　○時間/8:30～12:00　○対象/地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/下石上公園　○募集月/6月
○問合せ/野崎地区自治公民館　☎ 0287-29-2605

野崎地区少年
スポーツ大会

地区子供会対抗試合（グラウンドゴルフ大会）
○期間/9月　○時間/8:30～12:00　○対象/地区内子供会　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/下石上公園　○募集月/8月
○問合せ/野崎地区自治公民館　☎ 0287-29-2605

佐久山地区公民館対抗
グラウンドゴルフ大会

佐久山地区内自治公民館対抗試合
○期間/5月　○時間/8:30～13:30　○対象/地区自治公民館　○定員/78名
○参加費/無料　○会場/佐久山運動公園　○募集月/5月
○問合せ/佐久山地区公民館　☎ 0287-28-0872

佐久山地区子供会対抗
グラウンドゴルフ大会

佐久山地区子供会対抗試合
○期間/11月　○時間/8:30～12:30　○対象/子供会　○定員/78名
○参加費/無料　○会場/佐久山運動公園　○募集月/10月
○問合せ/佐久山地区公民館　☎ 0287-28-0872

湯津上地区
自治公民館対抗
グラウンド・ゴルフ大会

グラウンド・ゴルフ大会
○期間/7月　○時間/8:30～　○対象/湯津上地区自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/しながわ公園　○募集月/未定
○問合せ/湯津上地区公民館　☎ 0287-98-3425

黒羽地区自治公民館対抗グ
ラウンドゴルフ大会

各自治公民館単位による団体戦
○期間/未定　○時間/8:00～15:00　○対象/黒羽地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/黒羽運動公園　○募集月/7月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

川西地区自治公民館対抗グ
ラウンドゴルフ大会

各自治公民館単位による団体戦
○期間/未定　○時間/8:00～15:00　○対象/川西地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/旧川西中学校　○募集月/7月
○問合せ/黒羽・川西地区公民館　☎ 0287-54-0184

両郷地区自治公民館対抗
グラウンドゴルフ大会

グラウンドゴルフ大会
○期間/未定(9月頃)　○時間/9:30～12:30　○対象/両郷地区内自治公民館
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/未定　○募集月/8月
○問合せ/両郷地区公民館　☎ 0287-59-0111

須賀川地区
自治公民館対抗
グラウンドゴルフ大会

各チーム４ゲームによる団体戦及び個人戦
○期間/7月30日　○時間/8:30～12:00　○対象/地区内自治公民館
○定員/60名　○参加費/無料　○会場/黒羽運動公園　○募集月/6月
○問合せ/須賀川地区公民館　☎ 0287-57-0111

第49回大田原市民
与一ゴルフ大会

ゴルフコンペ
○期間/　○時間/未定　○対象/一般　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

市長杯争奪2022
ゴルフのまちおおたわら
Ｎｏ．１決定戦

ゴルフコンペ
○期間/　○時間/未定　○対象/一般　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

2022ロングランゴルフ
コンペ予選会・決勝大会

ゴルフコンペ
○期間/　○時間/未定　○対象/一般　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

ふれあいこどもまつり
スナッグゴルフ
体験コーナー

スナッグゴルフ
○期間/5月5日　○時間/9:30～16:00　○対象/小中学生　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/ふれあいの丘　○募集月/無し
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

第17回
大田原市ゴルゲート大会

ゴルゲート
○期間/9月10日　○時間/9:00～12:00　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/黒羽運動公園　○募集月/8月
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

ゴルフ

スナックゴルフ・ゴルゲート

グラウンドゴルフ
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野崎地区自治公民館対抗
インディアカ大会

地区自治公民館対抗試合
○期間/6月　○時間/8:30～16:00　○対象/地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/薄葉小・石上小　○募集月/5月
○問合せ/野崎地区自治公民館　☎ 0287-29-2605

大田原東地区自治公民館
対抗ボウリング大会

ボウリング大会
○期間/未定(2月頃)　○時間/9:00～　○対象/東地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/王冠ボウル　○募集月/未定
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

佐久山地区公民館対抗
ボーリング大会

佐久山地区内自治公民館対抗試合
○期間/10月　○時間/10:00～12:00　○対象/地区内自治公民館　○定員/85名
○参加費/1,000円　○会場/王冠ボール　○募集月/9月
○問合せ/佐久山地区公民館　☎ 0287-28-0872

湯津上地区自治公民館
対抗ボウリング大会

ボウリング大会
○期間/2月　○時間/10:00～　○対象/湯津上地区自治公民館　○定員/無し
○参加費/1人500円　○会場/王冠ボウル　○募集月/1月
○問合せ/湯津上地区公民館　☎ 0287-98-3425

須賀川地区自治公民館
対抗ボウリング大会

各チーム２ゲームによる団体戦及び個人戦
○期間/6月18日　○時間/10:00～11:30　○対象/地区内自治公民館
○定員/50名　○参加費/1人500円　○会場/王冠ボウル　○募集月/5月
○問合せ/須賀川地区公民館　☎ 0287-57-0111

第11回大田原市長杯争奪
スポーツチャンバラ
選手権大会

スポーツチャンバラ大会
○期間/10月(予定)　○時間/未定　○対象/幼年以上　○定員/無し
○参加費/有料　○会場/大田原体育館　○募集月/9月
○問合せ/NPO法人大田原市体育協会事務局　☎ 0287-22-8018

大田原東地区自治公民館対
抗輪投げ大会

輪投げ大会
○期間/未定(7月頃)　○時間/9:00～　○対象/東地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/大田原小学校体育館　○募集月/未定
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

大田原東地区子供会対抗
輪投げ大会

輪投げ大会
○期間/未定(7月頃)　○時間/9:00～　○対象/東地区内子供会　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/大田原小学校体育館　○募集月/未定
○問合せ/大田原東地区公民館　☎ 0287-24-2777

大田原西地区自治公民館
対抗輪投げ大会

輪投げ大会
○期間/6月　○時間/9:00～　○対象/西地区内自治公民館　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/大田原市体育館　○募集月/未定
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

大田原西地区子供会
育成会リーダー研修会

レクリェーション大会
○期間/7月　○時間/9:00～　○対象/西地区内子供会　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/大田原市体育館　○募集月/未定
○問合せ/大田原西地区公民館　☎ 0287-23-8719

金田北部地区子供会対抗
ジャンボなわとび大会

なわとび大会
○期間/9月　○時間/8:30～　○対象/地区内子供会　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/市野沢小学校　○募集月/8月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

金田北部地区子供会対抗
ウォークラリー大会

ウォークラリー大会
○期間/11月12日　○時間/8:30～　○対象/地区内　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/金田北地区公民館　○募集月/8月
○問合せ/金田北地区公民館　☎ 0287-23-3253

親園地区子供会
チャレンジランキング大会

チャレンジランキング大会
○期間/10月22日　○時間/15:00～17:00　○対象/地区内子供会　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/親園地区公民館　○募集月/8月
○問合せ/親園地区公民館　☎ 0287-28-2444

親園地区高齢者
スポーツ大会

地区内高齢者によるスポーツ大会
○期間/10月20日(木)　○時間/8:30～13:30　○対象/地区内　○定員/無し
○参加費/無料　○会場/親園地区公民館　○募集月/9月
○問合せ/親園地区公民館　☎ 0287-28-2444

ボウリング

スポーツチャンバラ

その他レクリエーション

インディアカ
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野崎地区文化祭
チャレラン大会

10種のゲームに挑戦
○期間/11月13日　○時間/9:45～14:30　○対象/児童・幼児　○定員/無し
○参加費/未定　○会場/野崎中学校武道館　○募集月/事前申込み不要
○問合せ/野崎地区自治公民館　☎ 0287-29-2605

第25回大田原市
ニュースポーツ大会

ニュースポーツ
○期間/8月6日　○時間/9:00～12:00　○対象/市内在住者・在勤者
○定員/無し　○参加費/無料　○会場/県北体育館　○募集月/無し
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

市民ハイキング

ハイキング
○期間/6月(予定)　○時間/7:30～16:00　○対象/市民　○定員/70名
○参加費/有料　○会場/日光市　○募集月/4月
○問合せ/スポーツ振興課　市民スポーツ係　☎ 0287-22-8017

プール祭り

プールを15：00まで無料開放し、アットホームな手作りイベントの開催
○期間/8月(予定)　○時間/10:00～15:00　○対象/施設利用者　○定員/無し
○参加費/無し　○会場/大田原屋内温水プール　○募集月/無し
○問合せ/大田原市屋内温水プール　☎ 0287-24-0778

クワガタ教室

クワガタムシの飼育法を学ぶ
○期間/7月9日(土)　○時間/10:30～12:00　○対象/小学生以上　○定員/10名
○参加費/1,500円　○会場/自然観察館　○募集月/6月
○問合せ/自然観察館　☎ 0287-28-3251

ヘラクレスオオカブト
幼虫教室

ヘラクレスオオカブトの幼虫を観察したり、その飼育法を学んだりする
○期間/未定　○時間/10:30～12:00　○対象/小学生以上　○定員/10名
○参加費/1,500円　○会場/自然観察館　○募集月/未定
○問合せ/自然観察館　☎ 0287-28-3251

自然観察会
(初夏の蛇尾川探鳥会)

蛇尾川近辺にいる野鳥を観察する
○期間/5月29日(日)　○時間/9:00～11:30
○対象/小学生以上(小学生は保護者同伴)　○定員/15名　○参加費/無料
○会場/蛇尾川緑地公園　○募集月/4月
○問合せ/自然観察館　☎ 0287-28-3251

自然観察会
(早起き探鳥会)

早朝の野鳥を観察する
○期間/6月18日(土)　○時間/5:00～7:00
○対象/小学生以上(小学生は保護者同伴)　○定員/15名　○参加費/無料
○会場/ふれあいの丘　○募集月/5月
○問合せ/自然観察館　☎ 0287-28-3251

自然観察会
(下侍塚古墳周辺の自然観察会)

植物、昆虫、野鳥などを観察する
○期間/9月25日(日)　○時間/9:00～11:30
○対象/小学生以上(小学生は保護者同伴)　○定員/15名　○参加費/無料
○会場/下侍塚古墳周辺　○募集月/8月
○問合せ/自然観察館　☎ 0287-28-3251

自然観察会(秋の探鳥会)

秋の野鳥を観察する
○期間/10月下旬　○時間//9:00～11:30
○対象/どなたでも(小学生以下は保護者同伴)　○定員/20名
○参加費/300円(中学生以下無料)　○会場/ふれあいの丘　○募集月/9月
○問合せ/自然観察館　☎ 0287-28-3251

自然観察会
(初冬の蛇尾川探鳥会)

蛇尾川近辺にいる野鳥を観察する
○期間/11月下旬　○時間//9:00～11:30
○対象/小学生以上(小学生は保護者同伴)　○定員/20名
○参加費/300円(中学生以下無料)　○会場/蛇尾川緑地公園　○募集月/10月
○問合せ/自然観察館　☎ 0287-28-3251

自然観察会(冬の探鳥会)

冬の野鳥を観察する
○期間/1月初旬　○時間//9:00～11:30
○対象/どなたでも(小学生以下は保護者同伴)　○定員/20名
○参加費/300円(中学生以下無料)　○会場/ふれあいの丘　○募集月/12月
○問合せ/自然観察館　☎ 0287-28-3251

自然観察会(早春の探鳥会)

早春の野鳥を観察する
○期間/3月上旬　○時間//9:00～11:30
○対象/どなたでも(小学生以下は保護者同伴)　○定員/20名
○参加費/300円(中学生以下無料)　○会場/ふれあいの丘　○募集月/2月
○問合せ/自然観察館　☎ 0287-28-3251

その他レクリエーション

ふれあいの丘
自然観察館
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月を撮ろう

写真撮影会
○期間/4月9日、5月7日、6月7日、7月9日、8月5日、9月9日、10月8日、
11月5日、12月6日(全9回)　○時間/20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回5名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3254

春の星座観望

星座観望会
○期間/4月19日～24日(全6回)　○時間/19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3255

月の表面に
Ⅹの文字を探せ

月観望会
○期間/5月8日　○時間/18:10～、19:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3256

６５㎝望遠鏡で
クレーターを見よう

月観望会
○期間/5月11日～15日(全5回)　○時間/19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3257

県民の日無料開放

星座観望
○期間/6月11日～12日(全2回)　○時間/13:30～21:00
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15名　○参加費/無料
○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3258

子どものための
夏の星座教室

星座観望会
○期間/7月26日～31日(全6回)　○時間/20:10～　○対象/小学生(保護者同伴)
○定員/各回15名　○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館
○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3259

望遠鏡を作って月を
観察しよう
(夏休み工作教室)

望遠鏡工作・観望会
○期間/8月6日～7日(全2回)　○時間/18:10～20:00
○対象/小学生(保護者同伴)　○定員/各回10名　○募集月/随時
○参加費/小人1,000円(材料費+入館料)、大人300円　○会場/天文館
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3260

ペルセウス座流星群
観望会

流星観望
○期間/8月13日　○時間/19:00～21:00
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/100名　○参加費/無料
○会場/体育館・シャトーエスポワール前広場　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3261

星座観望会
夏の大三角から
星座を探す

星座観望会
○期間/8月16日～21日　○時間/20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各15名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3262

(双眼鏡で)天の川を見よう

星座観望会
○期間/8月23日～25日、28日　○時間/20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各15名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3263

天の川を撮ろう

写真撮影会
○期間/8月27日　○時間/20:10～　○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)
○定員/3名　○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3264

木星・土星・中秋の名月を
見よう

月・惑星観望会
○期間/9月10日　○時間/20:10～　○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)
○定員/15名　○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館
○募集月/随時　○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3265

天文館
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木星と土星を撮ろう

写真撮影会
○期間/9月24日　○時間/20:10～　○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)
○定員/5名　○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3266

土星の輪を見よう

惑星観望会
○期間/9月28日～10月2日(全5回)　○時間/18:10～、19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15回
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3267

秋の星座観望会
ペガススの四角形は
秋の星座の目印

星座観望会
○期間/10月18日～23日(全6回)　○時間/18:10～、19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15回
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3268

アンドロメダ銀河を
撮ろう

写真撮影会
○期間/10月29日　○時間/19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回3回
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3269

皆既月食観望会

月食観望会
○期間/11月8日　○時間/17:10～、18:10～、19:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/100名　○参加費/無料
○会場/体育館・シャトーエスポワール前広場　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3270

火星・木星・土星を
見よう

惑星観望会
○期間/11月15日～18日、20日(全5回)　○時間/20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3271

秋の星座を撮ろう
(ペルセウス座・カシオペア座)

写真撮影会
○期間/11月19日　○時間/19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回3名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3272

赤く輝く火星を見よう

惑星観望会
○期間/11月29日～30日、12月2日～4日(全5回)　○時間/19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3273

今年一番近い
火星を見よう

観望会
○期間/12月1日　○時間/19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3274

ふたご座流星群観望会

流星観望
○期間/12月14日　○時間/19:00～21:00
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/100名　○参加費/無料
○会場/シャトーエスポワール前広場　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3275

冬の星座を撮ろう
(オリオン座・ぎょしゃ座)

写真撮影会
○期間/12月17日　○時間/20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/3名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3276

冬の星座観望会
冬の星座はオリオン座から

星座観望会
○期間/1月11日～15日(全5回)　○時間/18:00～、19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3277

天文館
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プレアデス星団
(すばる)を撮ろう

写真撮影会
○期間/1月21日　○時間/19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回3名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3278

冬の天の川を見よう
(双眼鏡を使って)

星座観望会
○期間/2月15日～2月17日、19日(全4回)　○時間/19:10～、20:10～
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回15名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3279

オリオン大星雲を撮ろう

写真撮影会
○期間/2月18日　○時間/19:10～、20:10
○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)　○定員/各回5名
○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3280

冬の大三角を撮ろう

写真撮影会
○期間/3月11日　○時間/20:10～　○対象/どなたでも(中学生以下は保護者同伴)
○定員/3名　○参加費/大人300円、小人100円　○会場/天文館　○募集月/随時
○問合せ/天文館　☎ 0287-28-3280

アンサンブルcozy
風薫る名曲コンサート

演奏会
○期間/5月5日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/小ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

気軽に寄席
ハーモニー亭　柳家さん喬
独演会

寄席
○期間/5月19日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/小ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

曽根麻矢子
チェンバロ・リサイタル

演奏会
○期間/6月25日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

第27回　原野展
～那須野が原の作家たちは今～

美術展
○期間/7月9日～17日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/第1ギャラリー、第2ギャラリー　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

演劇講座ミュージカル
部門特別公演「演目未定」

ミュージカル
○期間/7月10日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/小ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

栗田智水＆小森康弘

演奏会
○期間/8月6日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/小ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

サマー・フレッシュ・
コンサート

演奏会
○期間/8月11日間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

第29回
マラソン・コンサート

演奏会
○期間/8月19日、20日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

アフタヌーン・オルガンコ
ンサート

演奏会
○期間/9月3日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

聲明（しょうみょう）
コンサート

聲明
○期間/10月15日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/未定　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

天文館

ハーモニーホール
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ジャン=フィリップ・
メルカールト
オルガン・リサイタル

演奏会
○期間/10月29日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

クリストフ・トラックス
ラー ピアノリサイタル

演奏会
○期間/11月12日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/小ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

昴21弦楽四重奏団
第9回 那須野が原公演

演奏会
○期間/11月27日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

椎名雄一郎
パイプオルガンコンサート

演奏会
○期間/12月4日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

与一太鼓

演奏会
○期間/12月10日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

第28回
那須野が原美術展

美術展
○期間/12月10日～12日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/第1ギャラリー　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

那須野が原少年少女
合唱団 定期演奏会

演奏会
○期間/12月18日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

パイプオルガン＆白鷗大学ハ
ンドベルクワイア
クリスマスコンサートVol.9

演奏会
○期間/12月24日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

ニューイヤーコンサート①
オペラハイライト

演奏会
○期間/1月8日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

ニューイヤーコンサート②
オルガンスクール
第9回 定期発表会

演奏会
○期間/1月9日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

山崎バニラの活弁大絵巻 in
なすのがはら

約100年前の無声映画に合わせ、大正琴やピアノを弾きながら全ての役を演じ分ける
活弁付き上映会
○期間/1月21日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/小ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

第18回
ハーモニーホール展
～夢…未来～

美術展
○期間/1月28日～2月5日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定
○参加費/有料　○会場/第1ギャラリー、第2ギャラリー　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

吟詠剣詩舞のつどい

吟詠剣詩舞
○期間/2月11日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/小ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

モーツァルト合奏団

演奏会
○期間/2月12日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

ハーモニーホール
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オルガン・ビジュアル
コンサート

演奏会
○期間/2月18日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

ハーモニーホール
フェスティバル③
舞踊のつどい

日本舞踊
○期間/2月19日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/小ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

渚智佳
ピアノ・リサイタル

演奏会
○期間/2月25日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

劇団らくりん座公演
「あらしのよるに」(予定)

演劇
○期間/2月26日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/小ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

那須野が原ハーモニーホー
ル合唱団 定期演奏会

演奏会
○期間/3月5日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

第26回
演劇講座定期発表会

演劇
○期間/3月19日　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/小ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

ハーモニー寄席

寄席
○期間/未定　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

那須フィルハーモニー
管弦楽団
第24回定期演奏会

演奏会
○期間/未定　○時間/未定　○対象/小学生以上　○定員/未定　○参加費/有料
○会場/大ホール　○募集月/未定
○問合せ/那須野が原ハーモニーホール　☎ 0287-24-0880(9:00～17:00)

ハーモニーホール
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施設情報 

公民館                       P.39 

健康・体育施設                   P.52 

文化教養施設                    P.41 



所 在 地

設備情報 多目的ホール、第１会議室、第２会議室、和室、調理室(実習室)、談話コーナー

利用料金 多目的ホール 600円 第１会議室 300円 第２会議室 300円

和室 300円 調理室(実習室) 500円

所 在 地

設備情報

利用料金 会議室１ 300円 会議室２ 300円 会議室３ 300円

会議室４ 300円 和室 300円 体育室 1,000円

所 在 地

設備情報

利用料金 多目的ホール 600円 第１会議室 300円 第２会議室 300円

第３会議室 300円 調理室 500円

所 在 地

設備情報

利用料金 第１会議室 300円 第２会議室 300円 調理室 500円

和室 300円 体育館 1,000円

所 在 地

設備情報

利用料金 会議室 300円 調理室 500円 和室 300円

保健相談室 多目的ホール

入場料徴収 無 集会等に使用 1,000円
営利･宣伝等に
使用

2,000円

入場料徴収 有 集会等に使用 2,000円
営利･宣伝等に
使用

4,000円

利用料金…1時間当たりの利用料金

第１会議室、第２会議室、調理室、和室、体育館

会議室、保健相談室、調理室、和室(研修室)、多目的ホール、

親園地区公民館 TEL　0287-28-2444
FAX　0287-28-2444

大田原市花園１９７３

体育館

大田原市南金丸１８７０－５

大田原東地区公民館 TEL　0287-24-2777
FAX　0287-24-2777

大田原市若草１丁目１２８７－１

大田原西地区公民館 TEL　0287-23-8719
FAX　0287-22-6892

大田原市浅香３丁目３５７８－７４７

金田北地区公民館 TEL　0287-23-3253
FAX　0287-23-3253

大田原市市野沢１９８８－１

金田南地区公民館 TEL　0287-23-2260
FAX　0287-23-2260

会議室１、会議室２、会議室３、会議室４、和室、体育室、談話コーナー

多目的ホール、第１会議室、第２会議室、第３会議室、調理室、談話コーナー、多目的広場

公民館

※会議室等の施設は、対象区域居合の方でも利用可能となります。

利用時間…9:00～22:00

休 館 日…12月29日から翌年1月3日、国民の祝日に関する法律に規定する休日

※掲載されている情報は変更になることがございますので、あらかじめお問い合わせください。
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所 在 地

設備情報

利用料金 第１研修室 600円 第２研修室 300円 第３研修室 300円

調理室 500円 和室１・２ 300円 図書コーナー

所 在 地

設備情報

利用料金 第１会議室 300円 第２会議室 300円 和室 300円

調理室 500円

所 在 地

設備情報

利用料金 多目的ホール 500円 農事研修室 300円 生活研修室 300円

保健指導
健康管理室

300円 調理室 500円

所 在 地

設備情報

利用料金 多目的ホール 600円 第１会議室 300円 第２会議室 300円

和室 300円 調理室 500円

所 在 地

設備情報

利用料金 多目的ホール 600円 会議室 300円 調理室 500円

所 在 地

設備情報

利用料金 大会議室 300円 小会議室 300円 和室 300円

農産加工所 500円

多目的ホールＡ・Ｂ、会議室、調理室

大会議室、小会議室、和室、農産加工所(調理室)

第１研修室(ホール)、第２研修室、第３研修室、調理室、和室１、和室２、図書コーナー

第１会議室、第２会議室、和室、調理室(実習室)、図書コーナー

多目的ホール、農事研修室、生活研修室(和室)、保健指導健康管理室、調理室、談話コーナー

須賀川地区公民館 TEL　0287-57-0111
FAX　0287-57-0167

大田原市須佐木５３

黒羽・川西地区公民館 TEL　0287-54-0184
FAX　0287-54-0187

大田原市黒羽田町８４８

両郷地区公民館 TEL　0287-59-0111
FAX　0287-59-8900

大田原市中野内７７３

大田原市湯津上５－７７６

野崎地区公民館 TEL　0287-29-2605
FAX　0287-29-2605

大田原市野崎２丁目２６－２

佐久山地区公民館 TEL　0287-28-0872
FAX　0287-28-0872

大田原市佐久山２２８７－１

湯津上地区公民館 TEL　0287-98-3425
FAX　0287-98-3422

多目的ホール、第１会議室、第２会議室、和室、調理室
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金 2,520円

1,320円

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金

中学生以下 150円

展示室１

展示室２

区分

80円

個人

200円

和室(48畳、炉有り)･茶室(4.5畳)

アリーナ(ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺｰﾄ2面分)･器具庫(卓球台有り)･更衣室

※4時間単位の利用になります。

文化・教養施設

ふれあいの丘

大田原市福原１４１１－２２

工作室(ホイストクレーン有り)･実演工房･展示室

工作室

※掲載されている情報は状況により変わることがございます。利用する際は、前もって各施設・担当課にお問
い合わせください。

9:30～16:30(入館は16:30まで)

毎週月曜日(国民の祝日にあたる場合を除く)、国民の祝日の翌日(日曜日の場合を除く)、12月30
日～翌年1月3日

◇自然観察館観覧料

※未就学児は無料。
※障害者は障害者手帳を提示にて無料(付添の方1名含む)。

自然観察館

大田原市福原１４１１－２２

大型昆虫模型

ジオラマ･ブック型展示コーナー･貝類等標本･化石標本･自然の形体験ボックス･
草花立体百科･昆虫立体百科

大型モニター･昆虫の視覚体験ボックス･鳴く昆虫の声当てボックス

エントランス

大人

団体(10名以上)

160円

100円

TEL　0287-28-3131
FAX　0287-28-7017

TEL　0287-28-3251

◇自然観察館・天文館共通入館料

区分

大人

中学生以下

個人

450円

団体(10名以上)

360円

120円

多目的広場 2,520円

卓球台(1台) 300円

木･竹芸館

体育館(全面)

2,520円

2,520円

茶室

体育館(片面)

大工房

木･竹芸館

茶室

多目的広場

体育館

9:00～17:00(大工房、木･竹芸館、茶室、体育館)

9:00～日 没(多目的広場)

月曜日

大工房 3,850円
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金

中学生以下

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金

300円

300円 400円

天文館

※未就学児は無料。
※障害者は障害者手帳を提示にて無料(付添の方1名含む)。

◇器具利用料

大田原市福原１４１１－２２

ホール、学習室:スクリーン型プラネタリウム

天体観測室(65㎝反射望遠鏡)屋外観望場(15㎝屈折望遠鏡)･太陽望遠鏡

13:30～21:00(入館は20:30まで)

毎週月曜日(国民の祝日にあたる場合を除く)、国民の祝日の翌日(日曜日の場合を除く)、12月30
日～翌年1月3日

◇天文館観覧料 ◇自然観察館・天文館共通入館料

１階

２階

区分

大人

個人

300円

100円

団体(10名以上)

240円

80円

団体(10名以上)

360円

120円

和室(22畳･定員30名)･第3会議室(定員90名)･第4会議室(定員48名)

9:00～22:00

12月29日～翌年1月3日

大田原市総合文化会館

大田原市本町１丁目３－３

客席数390席

第1会議室(定員45名)

第2会議室(定員72名)･調理室

平日
区分

ホール

舞台のみ

和室

300円

300円

500円

17:00～22:00

調理室

9:00～17:00

500円 500円 500円

TEL　0287-28-3254

TEL　0287-22-4148
FAX　0287-23-8287

区分

大人

中学生以下

個人

450円

150円

中型望遠鏡(1台につき)

小型望遠鏡

双眼鏡

無料

無料

ホール

１階

２階

３階

10,000円

3,000円

大型望遠鏡(1時間単位)

3,000円

1,000円

100円

400円

400円

土･日･祝日

9:00～17:00 17:00～22:00

3,000円

1,000円

100円楽屋

各会議室

4,000円

1,500円

100円

400円

2,000円

500円

100円
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所 在 地

設備情報 大ホール

小ホール

交流ホール

リハーサル室

第1ギャラリー

第2ギャラリー

喫茶ラウンジ

利用時間

休 館 日

利用料金 入場料徴収

24,000円 32,000円 40,000円

30,000円 40,000円 50,000円

36,000円 48,000円 60,000円

45,000円 60,000円 75,000円

48,000円 64,000円 80,000円

60,000円 80,000円 100,000円

72,000円 96,000円 120,000円

90,000円 120,000円 150,000円

10,000円 13,000円 16,000円

12,000円 16,000円 20,000円

15,000円 20,000円 25,000円

18,000円 24,000円 30,000円

20,000円 26,000円 32,000円

24,000円 32,000円 40,000円

30,000円 39,000円 48,000円

36,000円 48,000円 60,000円

大田原市本町１丁目２７０３－６

(客席数1,194席)クラシック音楽が美しく響き、パイプオルガンが光り輝くホール

(客席数　399席)演劇から各種発表会まで使用可能

(客席数約150席)舞台・客席とも可動式の平土間型の多用途の多目的ホール

最良のステージを演出できるよう、スタッフも活動しやすいバックヤード

(施設１階)天井が高く、オープンで明るい雰囲気の展示空間

那須野が原ハーモニーホール

※ 冷暖房･器具等を使用するときは、別途等使用料がかかります。
※ 市内に住所を有しない者が使用する場合は、規定使用料の100分の50に相当
　 する額を加算します。

 8,000円

24,000円

 5,000円

15,000円

小ホール

交流ホール

第1ギャラリー

第2ギャラリー

平　日

土日祝

平　日

土日祝

平　日

土日祝

無し

有り

平　日

土日祝

平　日

土日祝

平　日

土日祝

1,300円

900円

400円

800円

1,300円

TEL　0287-24-0880
FAX　0287-24-1611

5,000円

8,000円

10,000円

5,000円

6,000円

10,000円

12,000円

3,000円

4,000円

6,000円

8,000円

(施設２階)美術館なみの、落ち着いた展示空間

9:00 ～ 22:00

12月29日～翌年1月3日

大ホール

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～22:00

平　日

平　日

土日祝

最高額
1,001～3,000円

1,500円

1,000円

500円

800円

1,600円

最高額
～1,000円

無し

楽屋１～５(1室につき)

楽屋６～９(1室につき)

控室(1室につき)

シャワー室(1室につき)

リハーサル室

1,000円

700円

300円

800円

1,000円

無し

有り

無し

有り

最高額
3,000円～

最高額
1,001～3,000円

最高額
～1,000円

無し

最高額
3,000円～

4,000円

土日祝

平　日

土日祝

平　日

土日祝
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金

平　日

土日祝

平　日

土日祝

所 在 地

設備情報

利用時間

問合せ先

利用料金 無料

所 在 地

設備情報

利用時間

休 園 日

問合せ先

利用料金

大田原市ピアートホール(文化ホール)

大田原市堀之内６５６－１

ホール

楽屋

黒羽城址野外ステージ

大田原市前田９７７

４　リハーサル室を単独で使用する場合の使用料は、基本使用料の額に100分の200を乗じて得た
額とする。
５　使用者が商業宣伝、営業その他これらに類する目的をもって使用する場合は、基本使用料に
100分の150を乗じて得た額とする。
６　那須地区広域市町村圏(大田原市、那須塩原市及び那須町をいう。)以外に居住するものが使
用する場合は、基本使用料に100分の120を乗じた額とする。

野外音楽堂

大田原市城山２丁目３９２５

リハーサル室

楽屋

１　使用者が、入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用
料は、基本使用料に次に定める率を乗じて得た額とする(入場料には、消費税を含む。)。ただ
し、入場料の区分が2以上ある場合は、上位の額の区分を適用する。
(1)　入場料　1,000円未満　100分の130
(2)　入場料　1,000円以上2,000円未満　100分の160
(3)　入場料　2,000円以上　100分の200

２　練習又は準備のために使用する場合の使用料は、基本使用料の額に100分の50を乗じて得た
額とする。
３　使用時間を超過した場合は、超過時間１時間につき基本使用料に100分の40を加算した額と
する。

9:00～22:00

月曜日(国民の祝日にあたる場合を除く)、国民の祝日の翌日、12月29日～翌年1月3日

ホール

ホール
(ステージのみ)

18:00～22:00

10,000円

15,000円

4,000円

6,000円

1,000円

600円

全日

25,000円

30,000円

10,000円

12,000円

1,500円

1,000円

9:00～12:00

TEL　0287-59-0856
FAX　0287-59-0858

 TEL:問合せ先をご確認ください。

 TEL:問合せ先をご確認ください。

ステージ、研修室(定員15名)

9:00～21:00

12月29日～翌年1月3日

都市計画課　(TEL 0287-23-8711)

ステージ：500円、研修室：300円(※料金は１時間あたり)

ステージ

9:00～22:00

都市計画課　(TEL　0287-23-8711)

8,000円

13,000円

3,000円

5,000円

500円

400円

13:00～17:00

10,000円

15,000円

4,000円

6,000円

500円

400円

リハーサル室

客席数 719席、車いす 席2席

3部屋

姿見、ピアノ有り
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金

大田原市前田９８０－１

俳聖松尾芭蕉と「おくのほそ道」に関する資料や、黒羽の歴史資料、甲冑･刀剣類などを展示。
他に「大関家文書（黒羽藩主大関家伝来史料）」、「作新館文庫（大関文庫）」など、多数の史
料を収蔵。

9:00～17:00　(※入館は16:30まで)

月曜日(祝日の場合は翌日)、12月29日～翌年1月3日

無料

黒羽芭蕉の館 TEL　0287-54-4151
FAX　0287-54-4188

個人

100円

50円

団体(20名以上)

80円

40円

中学生以下

◇観覧料 ◇資料閲覧料

なす風土記の丘　湯津上資料館

大田原市湯津上１９２

国宝那須国造碑の建立、徳川光圀らによる同碑の調査･保存と侍塚古墳の発掘を紹介する。
施設付近に下侍塚古墳や侍塚古墳群があり、散策できる。那須国造碑を祀る笠石神社からも近
い。
企画展・特別展を年に数回開催。

9:00～17:00

月曜日(祝日の場合はその次の平日)、12月29日～翌年1月3日、臨時休館日

大田原市湯津上１９４

大田原市の民俗資料の収集・保管・展示。

9:00～17:00

月曜日(祝日の場合はその次の平日)、12月29日～翌年1月3日、臨時休館日

無料

※1人1回につき。
※学齢に達しない者で、保護者と同伴のものは無料。
※閲覧時間は、午前、午後を1回とする.

歴史民俗資料館 TEL　0287-98-2151

区分

大人

小・中学生

個人

300円

100円

団体(20人以上)

200円

50円

TEL　0287-98-3322
FAX　0287-98-3323

区分

午前( 9:00～12:00)

午後(13:00～16:00)

閲覧料

300円

300円

区分

一般

高校・大学生
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所 在 地

設備情報

１階

２階

利用時間

休 所 日

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金 400円 400円 400円

600円 800円 800円

500円

TEL　0287-59-0004
FAX　0287-59-0004

多目的室、工房、会議室

※使用料は1時間単位。30分以上1時間未満の使用は1時間扱い。

定員20名、可動式音響設備

定員81名、100インチスクリーン、映像音響設備、難聴者用磁気ループシステム

市内立地企業等の展示

9:00～22:00

視聴覚室大会議室中会議室

映像音響設備

市民交流センター

大田原市中央1丁目３－１５

会議、講演会、展示会等に利用可能。

TEL　0287-47-7003
FAX　0287-47-7006

定員20名定員16名

小会議室１ 小会議室２ 小会議室３

第1月曜日(国民の祝日にあたる場合は翌日)、12月31日～翌年1月1日

小会議室１

小会議室３

大会議室

視聴覚室

産業展示室

小会議室２

中会議室

定員16名定員20名

工作室、展示室

無料

大田原市中野内５８０

市民と芸術家の交流の拠点として活動。全ての美術品制作に関する助言や協力を行う。

9:00～17:00

火、水曜日(祝日の場合は翌日)、12月29日～翌年1月3日

大田原市芸術文化研究所

約150年前に須賀川地区に建てられた民家を移築。大八荷車、足踏み脱穀機等の民具を展示。

9:00～17:00

第2、第4木曜日(国民の祝日にあたる場合は翌日)、12月29日～翌年1月3日

黒羽ふるさと物産センター　(TEL　0287-54-3152)

 9:00～12:00(3時間)

13:00～17:00(4時間)

※工房等を使用する場合の料金は、使用申請の時に納入ください。
※学校の授業等に利用される場合は、減免措置がありますので研究所にご相談ください。
※芸術家(美術)の中･長期利用者は、研究所にご相談ください。

郷土資料館　くらしの館

大田原市黒羽向町１４２２－１

 TEL:問合せ先をご確認ください。

700円

900円
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所 在 地

設備情報

１階

２階

利用時間

休 館 日

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

問合せ先

利用料金 300円 300円

300円 300円

所 在 地

設備情報 １階

２階

利用時間

休 館 日

利用料金

大田原地域職業訓練センター

大田原市本町１丁目２８０５－３

講座、講習会、会議、説明会等に利用。

TEL　0287-23-4500
FAX　0287-20-2121

１０１研修室

１０２研修室

２０１教室

２０２教室

２０３教室

シニアプラザ　清流荘

9:00～21:00

日･月曜日、国民の祝日(月曜日にあたる場合はその翌日)、12月29日～翌年1月3日

実習室

9:00～12:00

2,400円

1,200円

600円

1,200円

1,200円

2,400円

13:00～17:00

3,200円

1,600円

800円

1,600円

18:00～21:00

3,200円

1,600円

800円

1,600円

1,600円

3,200円

1,600円

3,200円

◇宿泊使用料

◇会議室使用料

大田原市大輪６７５－２２

○宿泊…宿泊当日の15:00から宿泊を修了する日の10:00まで

○１階会議室・２階研修室…9:00～22:00

12月28日～翌年1月3日

会議室、食堂、男女浴場

研修室(大広間)、客室

4,000円

3,200円

2,000円

夕食

2,200円

1,900円

朝食

600円

600円

区分

１階会議室

２階研修室

9:00～12:00

900円

3,000円

13:00～17:00

1,200円

4,000円

18:00～22:00

1,200円

※陶芸窯の燃料費は、使用者の負担とする。
※使用ずる時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とする。
※冷暖房設備を使用する場合は、使用料の100分の50に相当する額を加算する。

大田原市交流促進センター　若杉山荘

大田原市黒羽田町４０１

市内に住所を有する60歳以上の方が対象

9:00～17:00

12月29日～翌年1月3日

シルバー人材センター受付　(TEL　0287-23-1255)

シルバー人材センター黒羽支部　(TEL　0287-54-0186)

高齢者幸福課(希望の家)　(TEL　0287-23-8740)

TEL　0287-54-4343

TEL　0287-59-0100
FAX　0287-59-0100

希望の家和室

談話展示室多目的ホール

 ２０１教室(定員24名)、２０２教室(定員45名)、２０３教室(定員20名、パソコン)

実習室、１０１研修室(定員45名)、１０２研修室(定員12名)

こども(3歳以上～小学生)

大人(中学生以上～)

区分 宿泊料(1泊2食)

6,000円

4,500円

内訳

宿泊料
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

貸出料金

貸出期間

そ の 他

所 在 地

設備情報
１階

２階

利用時間

休 館 日

貸出料金

貸出期間

そ の 他

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

貸出料金

貸出期間

そ の 他

図書、CD、DVD、ビデオテープ、カセットテープ

ビデオ、CD、DVD等の視聴

幼児から小学生向けの本、ティーンズコーナー

毎月子どものつどいやお話会を開催

調査・相談などを受付け

辞典、百科事典、年鑑、官報等、郷土資料

大田原図書館 TEL　0287-23-4560
FAX　0287-23-0670

初めて借りる時は、住所等を確認できるもの(運転免許証、保険証など)が必要。

黒羽図書館

大田原市堀之内６５６－１

TEL　0287-59-0855
FAX　0287-59-0858

一般図書、児童図書、CD、ビデオテープ、DVD、カセットテープ、新刊本コーナー、こどものへや

一般図書、郷土資料、会議室

おはなしコーナー

レファレンスカウンター

参考資料・郷土資料

9:00～19:00

第１・３月曜日、第３金曜日、特別整理期間、12月31日～翌年1月1日

無料

図書資料・電子図書

視聴覚資料

PCコーナー

新聞雑誌コーナー

対面朗読室

インターネットの閲覧、新聞・法律データベースの閲覧

下野、読売、毎日、産経、日経、朝日、スポーツ報知、福島民友の9種類の新
聞、雑誌は約120種類

対面朗読サービス

2週間

1週間

一般図書、児童図書、ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオテープ、閲覧室

9:00～17:00

第１・３月曜日、第３金曜日、特別整理期間、12月30日～翌年1月3日

無料

初めて借りる時は、住所等を確認できるもの(運転免許証、保険証など)が必要。

湯津上庁舎図書室

大田原市湯津上５－１０８１

TEL　0287-98-7037
FAX　0287-98-7037

※現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部ご利用いただけないサービスがありますこと、ご
承知おきください。

【月～金】9:30～18:30、【土日祝】9:30～17:30

第２・４月曜日、第３金曜日、特別整理期間、12月30日～翌年1月3日

無料

初めて借りる時は、住所等を確認できるもの(運転免許証、保険証など)が必要。

リスニングコーナー ビデオ・CD・DVD等の視聴

下野、読売、毎日、産経、日経、朝日、日刊スポーツ、福島民報、福
島民友の9種類の新聞、雑誌は約50種類

新聞雑誌コーナー

大田原市中央１丁目３－１５　トコトコ大田原４階

一般開架室

リスニングコーナー

児童開架室

※現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部ご利用いただけないサービスがありますこと、ご
承知おきください。

ビデオや映画を利用しての学習会可能。映画会やおはなし会を開催。

辞典、百科事典、年鑑等閲覧室

視聴覚室

図書資料・電子図書：2週間、視聴覚資料：1週間

図書資料・電子図書：2週間、視聴覚資料：1週間
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所 在 地

設備情報

利用条件

利用時間

休 館 日

予　　約

団体登録

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金

情報館、加工・物産品館、農産物直売館、レストラン館(レストラン扇亭　惣菜真扇)
研修室(定員 15名)※要予約、電気自動車急速充電器

TEL　0287-23-8641
FAX　0287-20-2328

情報館

無料(コピー機、印刷機は有料)

大田原市社会福祉協議会

大田原市本町１－３－１　市役所A別館１階

TEL　0287-23-1130
FAX　0287-23-1138

２階

※太枠内は事前に団体登録、使用許可申請が必要となります。

市内に活動拠点を有する生涯学習関係団体、ボランティア団体、非営利活動団体、地域活動団
体、事業者等で社会貢献活動を行うもの（事前に団体登録、使用許可申請が必要）。個人利用は
できません。
※打合せコーナー、作業コーナー、交流広場、学習室は団体登録、使用許可申請の必要はありま
せん(個人利用可)。

【平日・土曜日】9:00～21:00、【日曜日・祝日】9:00～18:00

生涯学習センター

大田原市本町１丁目２７１６－５

１階

TEL　0287-23-2003

打合せコーナー、作業コーナー、交流広場、コピー機、印刷機

研修室A・B(定員26名)、研修室C(定員20名)、研修室D(定員72名)、団体事務局

学習室

多目的会議室A(定員24名)、多目的会議室B(定員42名)、視聴覚室(定員30名)

土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日～翌年1月3日

道の駅　那須与一の郷

大田原市南金丸１５８４－６

区分

研修室

電気自動車急速充電器

単位

1時間

1回

使用料

700円

500円

市社会福祉協議会事務局、市老人クラブ連合会事務局、相談室(心配事相談所として利用)、会議
スペース

9:00～17:00

毎週火曜日、年末年始(12月29日～翌年1月3日)

１階カウンターまたは生涯学習課で受付。団体の規約、事業内容など活動状況がわかるものが必
要。団体登録に関する問合せは生涯学習課まで(TEL 0287-23-2100、8:30～17:15※土日祝日・年
末年始を除く)。

生涯学習センターへ直接または電話で予約。予約は3か月先まで可能。

・12月から翌年3月までの毎週月曜日　※月曜日が祝日の場合は、その翌日
・年始（1月1日～3日）

レストラン館：惣菜真扇

加工・物産品館

農産物直売館

レストラン館：扇亭

 9:00～18:00

 9:00～17:30　※但し12～翌年2月は17:00まで

 9:00～17:00

11:00～14:30　※土日祝日は15:00まで

 9:00～14:30

電気自動車急速充電器  9:00～17:00　※休館日は利用できません
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所 在 地

設備情報 与一伝承館

竹のギャラリー

利用時間

休 館 日

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

問合せ先

利用料金

中学生以下

個人

300円

団体(10名以上)

250円

無料

ホール

楽屋
100円

100円

17:00～22:00

1,500円

大田原市美原１丁目１－４

区分

「扇の的劇場」･･･那須与一公の活躍をロボット人形で上演(客席 53席)
「那須与一展示室」･･･那須家の資料を中心に展示

竹芸作品の展示(勝城蒼鳳氏・故八木澤啓造氏の作品等)

ホール面積 286㎡、格納式客席 183席、音響・映像設備あり

9:00～17:00(但し、入館は16:30まで)

9:00～17:00

那須与一伝承館 TEL　0287-20-0220
FAX　0287-20-1012

多目的ホール

与一伝承館

竹のギャラリー

研修室、交流サロン、調理室、陶芸工房室、和室

使用料

9:00～22:00

(1)毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日
　 に当たるときは、その翌日とする。
(2)12月29日～翌年1月3日
(3)くん蒸期間（年1回、10日以内）
(4)展示替え

◇入館料

◇多目的ホール使用料

TEL　0287-98-3077

多目的ホール

区分

大人

１　使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とする。
２　使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という)を徴収する場合の使用料
は、規定使用料に、次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
(1)　入場料500円未満のとき　規定使用料の100分の20
(2)　入場料500円以上1,000円未満のとき　規定使用料の100分の60
(3)　入場料1,000円以上のとき　規定使用料の100分の100

佐良土多目的交流センター

大田原市佐良土８５３

1時間

研修室

平日

土日祝日

第１

第２

区分 9:00～17:00

1,000円

1,500円

100円

100円

500円

2,000円

9:00～22:00

12月29日～翌年1月3日

300円

300円

陶芸工房室に関する問合せ
大田原市本町１－４－１
高齢者幸福課高齢支援係　TEL 0287-23-3077

調理室

陶芸工房室

和室

単位

1時間

1時間

1時間

300円

※使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを１時間とします。
※陶芸窯を使用する場合、燃料費は実費となります。
※冷暖房設備を利用する場合は、使用料の100分の50に相当する額を加算します。
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報 研修室

利用時間

休 館 日

問合せ先

利用料金

都市計画課(TEL　0287-23-8711)

黒羽支所総合窓口課(TEL　0287-54-1111)

 TEL:問合せ先をご確認ください。

9:00～22:00

12月29日～翌年1月3日

研修室：400円(1時間)

研修室：300円(1時間)

旧浄法寺邸

大田原市前田９３４

黒羽支所総合窓口課(TEL　0287-54-1111)

 TEL:問合せ先をご確認ください。

和室5室、定員30名、会議、茶会、俳句会等

4.5畳

6畳 2室

8畳

10畳

1室

大田原市黒羽田町６３６－１

研修室(定員 30名、会議、展示会等のほか、ミニコンサート等も可能)

9:00～22:00

12月29日～翌年1月3日

たまち蔵屋敷

都市計画課(TEL　0287-23-8711)

1室

1室

炉あり

炉あり
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所 在 地

設備情報 １階

２階

利用時間

休 館 日

３部制

※各利用時間には、準備・片付け等要する時間が含まれます。

毎月第1月曜日(祝日の場合は翌週)、年末年始(12月28日～翌年1月4日)、メンテナンス等による
臨時休館あり

・メインアリーナ、サブアリーナ、武道場は個人でも利用可。
・トレーニング室の利用は高校生以上。
・トレーニング室を利用する際は、ビギナー講習を受講する。

午前の部  9:00～13:00

午後の部 13:00～17:00

夜間の部 17:00～21:00

トレーニング室

バレーボールコート

健康・体育施設

県立県北体育館 TEL　0287-22-8012
FAX　0287-22-8016

バスケットボールコート

リラクゼーション

スキーマスターマルチプログラム

大田原市美原３丁目２－６２

サブアリーナ

バドミントンコート

ハンドボールコート

メインアリーナ 観客席

ソフトテニスコート

バスケットボールコート

※掲載されている情報は状況により変わることがございます。利用する際は、前もって各施設・担当課にお問
い合わせください。

バドミントンコート

ウエイトトレーニングマシン

エアロビクスマシン

柔軟運動機材

体力測定機材、計測器、フリーウエイト

剣道上

柔道場

2面

3面

10面

固定席1,500席、移動席534席

1面

1面

1面

4面

11台

21台

2台

5台

1台

4面

4面

研修室 2室

幼児体育室

武道場
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利用料金

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

する

しない

夜間の部午後の部午前の部

(9:00～13:00) (13:00～17:00)

228,000円

1,900円

3,800円

9,500円

19,000円

11,400円

22,800円

56,500円

113,000円

(17:00～21:00)

3,810円

7,630円

19,000円

38,000円

22,850円

3,810円

7,630円

19,000円

38,000円

7,550円

15,100円

45,700円

114,000円

28,400円

17,100円

38,150円

76,300円

45,800円

91,600円

228,500円

457,000円

4,220円

3,800円

9,500円

19,000円

11,400円

22,800円

56,500円

113,000円

2,330円

1,050円

2,860円

5,720円

14,200円

28,400円

17,100円

34,200円

85,000円

170,000円

1,900円

5,650円

11,300円

28,600円

5,650円

11,300円

28,600円

34,300円

57,200円

68,600円

171,000円

342,000円

2,860円

5,720円

14,200円

28,400円

17,100円

34,200円

85,000円

4,320円

8,640円

22,850円

45,700円

114,000円

170,000円 228,000円

7,050円

1,560円 1,560円

3,520円

1,960円

7,050円

5,140円

220円

3,130円3,130円

3,920円

7,630円

19,000円

38,000円

22,850円

45,700円

114,000円

228,000円

21,550円

43,100円

25,900円

51,800円

129,000円

258,000円

5,720円

2,860円

14,200円

57,200円

34,300円

68,600円

171,000円

342,000円

3,810円

530円

3,920円

7,040円

3,120円

3,920円

14,100円

6,260円

7,840円

220円

430円

270円

530円

7,040円

3,120円

3,920円

14,100円

6,260円

7,840円

220円

3,520円

1,960円

高校生以下

その他

高校生以下

その他

高校生以下

その他

高校生以下

その他

その他

入場料
徴収

高校生以下

高校生以下

その他

高校生以下

その他

高校生以下

その他

利用区分

ア
マ
チ
ュ

ア

ス
ポ
ー

ツ

そ
の
他

ア
マ
チ
ュ

ア

ス
ポ
ー

ツ

そ
の
他

ア
マ
チ
ュ

ア

ス
ポ
ー

ツ

そ
の
他

ア
マ
チ
ュ

ア

ス
ポ
ー

ツ

研修室B

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

入場料
徴収

全利用

研修室A

研修室B

全利用

研修室A

その他

その他

そ
の
他

専
用
利
用

普通利用

トレーニング室

高校生以下(1人1回につき)

その他の者(1人1回につき)

高校生以下(1人1回につき)

その他の者(1人1回につき)

※開館時間前及び閉館時間後利用の場合は、別途料金がかかります。

研修室B

全利用

研修室A

全利用

研修室A

研修室B

研修室のみ又は
メインアリーナ
等を入場料を徴
収せず利用する

メインアリーナ
等を入場料を徴
収し利用する

高校生以下

メ
イ
ン
ア
リ
ー

ナ

サ
ブ
ア
リ
ー

ナ

武
道
場

(

全
部

)

武
道
場

(

半
分

)

高校生以下

その他

高校生以下

その他

高校生以下

その他

高校生以下

その他

高校生以下

その他

4,660円

2,100円

2,560円

9,360円

高校生以下

その他

高校生以下

34,200円

85,000円

170,000円

研
修
室

高校生
以下

その他

高校生
以下

その他

430円

270円

430円

270円

530円

1,280円

4,680円

2,110円

2,570円
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 場 日

問合せ先

利用料金

大田原体育館・武道館 TEL　0287-22-4143

大田原市美原３丁目２－６２

砂入り人工芝コート(6面)
スタンド収容人員　500名(メインスタンド　300名、立ち見席　200名)
夜間照明あり

9:00～21:30

毎月第１月曜日(祝日の場合は翌週)、年末年始(12月29日～翌年1月3日)、メンテナンス等による
臨時休場あり

大田原市本町１丁目１－１

9:00～21:30

毎月第１月曜日（祝日の場合は翌週）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）、メンテナンス等に
よる臨時休館あり

※1時間単位

テニスコート(美原公園内) スポーツ振興課
TEL　0287-22-8012

体育室

武道館

模範演技場

卓球練習場

コート1面

区分

夜間照明

使用単位

1時間

1時間

300円

300円

使用料

スポーツ振興課(県北体育館内)　(TEL　0287-22-8012)

スポーツ振興課(県北体育館内)

大
田
原
体
育
館

部分利用

専用利用

普通利用

4分の1

2分の1

一般

市内在住者
(在勤含む)

区分

100円

200円

200円

400円

400円

800円

50円

100円

全面

300円

一般 400円 600円

武道場全面

150円

300円

300円

600円

600円

1,200円

75円

150円

バスケットボールコート(2面)、バレーボールコート(2面)、バドミントンコート
(6面)、サブバスケット板(2対)

剣道場(80畳)、柔道場(50畳)

市外在住者

普通利用 1人
高校生以下 50円 75円

一般 100円 150円

専用利用

1人

高校生以下

一般

高校生以下

一般

高校生以下

一般

高校生以下

剣道場
高校生以下 200円 300円

大
田
原
武
道
館

高校生以下 400円 600円

一般 800円 1,200円

一般 400円 600円

柔道場
高校生以下 200円
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 場 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 場 日

問合せ先

利用料金

3,000円

使用料

野球場

第２球場

面積：18,100㎡、両翼：95ｍ、中堅：116ｍ
スタンド収容人数　9,000名
(メインスタンド　3,000名、土盛りスタンド　6,000名)

スタンド収容人員　800名
(メインスタンド　580名、土盛りスタンド　220名)
※夜間照明あり

区分

高校生以下

一般

夜間照明

使用単位

1時間

1時間

1時間

使用料

300円

500円

3,000円

スポーツ振興課(県北体育館内)

大田原市美原１丁目１２

毎月第１月曜日(祝日の場合は翌週)、年末年始(12月29日～翌年1月3日)、メンテナンス等による
臨時休場あり

9:00～17:00
第２球場：4～11月は21:30まで

収容人数　1,790 名

全天候型　400ｍ　9レーン

天然芝、走り幅跳、三段跳び、走り高跳び、棒高跳び、砲丸投げ、槍投
げ、円盤投げ

水濠(障害物競走)

高校生以下

一般
個人利用

団体利用

専用利用

高校生以下

一般

高校生以下

一般

区分 使用単位

1時間

1時間

1時間

100円

200円

500円

1,000円

1,500円

陸上競技場(美原公園内) スポーツ振興課
TEL　0287-22-8012

大田原市美原１丁目１－４

日本陸上競技連盟第３種公認陸上競技場(面積　30,000 ㎡)

9:00～17:00

毎月第１月曜日(祝日の場合は翌週)、年末年始(12月29日～翌年1月3日)、メンテナンス等による
臨時休場あり

スポーツ振興課(県北体育館内)

野球場・第２球場(美原公園内) スポーツ振興課
TEL　0287-22-8012

メインスタンド

トラック

フィールド

その他
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 場 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 場 日

問合せ先

利用料金

― ―

― ―

― ―

所 在 地

設備情報

利用時間

休 場 日

問合せ先

利用料金

― ―

高校生以下

一般

夜間照明

1時間

1時間

1時間

300円

500円

800円

600円

1,000円

1,000円

600円

1,000円

1,200円

2,000円

専用利用

高校生

中学生以下

一般

高校生

一般

350円

600円

400円

650円

500円 1,100円

700円 1,800円

スポーツ振興課
TEL　0287-22-8012

区分 使用単位
半面 全面

土コート

半面 全面

芝コート

夜間
18:00～21:00

午後
13:00～17:00

午前
8:30～12:00

区分
(1人当たり)

無料

40円

60円

無料 無料

40円 50円

60円 80円

個人利用

団体利用

高校生以下

一般

高校生以下

一般

1時間

1時間

50円

100円

200円

400円

大田原市弓道場 スポーツ振興課
TEL　0287-22-8012

普通利用

使用単位 使用料区分

大田原市美原１丁目１５

土俵：1面(切妻屋根・夜間照明あり)

4月～11月：9:00～21:30
12月～3月：9:00～17:00
毎月第１月曜日(祝日の場合は翌週)、年末年始(12月29日～翌年1月3日)、メンテナンス等による
臨時休場あり

スポーツ振興課(県北体育館内)

相撲場(美原公園内) スポーツ振興課
TEL　0287-22-8012

大田原市美原１丁目１－４

サッカーコート：２面(土コート、芝コート)
ソフトボール場：４面(土、芝)

9:00～21:00

毎月第１月曜日(祝日の場合は翌週)、年末年始(12月29日～翌年1月3日)、メンテナンス等による
臨時休場あり

大田原市美原１丁目１－４

6人立　120㎡
※初心者及び中学生以下の使用は指導者が必要

8:30～21:00　(午前・午後・夜間の３部制)

毎月第１月曜日(祝日の場合は翌週)、年末年始(12月29日～翌年1月3日)、メンテナンス等による
臨時休場あり

大田原グリーンパーク

スポーツ振興課(県北体育館内)

スポーツ振興課(県北体育館内)

全日
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所 在 地

設備情報 １階

２階

利用時間

休 館 日

問合せ先

利用料金

8分の1

バドミントン1面分

4分の1

2分の1

バスケ･ソフトテニス1面分

剣道

柔道

格技場

アリーナ

全館

普通利用

部
分
専
用
利
用

専
用
利
用

一般

高校生以下

一般

高校生以下

一般

高校生以下

一般

高校生以下

一般

高校生以下

一般

一般

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

400円 600円

800円 1,200円

1,000円 1,500円

2,000円 3,000円

50円 75円

100円 150円

300円 450円

300円 450円

200円 300円

400円 600円

400円 600円

800円 1,200円

高校生以下

一般

高校生以下

一般

高校生以下会議室

研修室

ソフトテニスコート 2面

格技場 柔道場(1か所)、剣道場(1か所)

卓球上

観覧者席

会議室

2面

固定席　270席

会議室

高校生以下

一般

高校生以下

1時間
50円 75円

100円 150円

市内在住者
(在勤含む)

市外在住者使用単位

100円

200円

400円

200円

150円

300円

300円

アリーナ バスケットボールコート 2面

バレーボールコート(6人制・9人制) 2面

バドミントンコート 8面

区分

黒羽支所管理係　(TEL　0287-54-1111)

1時間

1時間

200円

600円

300円

400円 600円

大田原市前田１０２０

9:00～21:30

年末年始(12月29日～翌年1月3日)、管理上、特に必要があるときは臨時休館とする

黒羽体育館 TEL　0287-54-2858
FAX　0287-54-4533
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 場 日

利用料金

テント

バンガロー

1張

1棟

1,000円

3,000円

1,500円

4,500円

区分 使用単位

多目的運動場

野球場
照明施設

ソフトボール場
照明施設

1時間

市内在住者
(在勤含む)

1面　300円

全灯　3,000円

半灯　2,000円

1,000円

◇キャンプ場

区分 使用単位
市内在住者
(在勤含む)

市外在住者

個人

団体

高校生以下

一般

高校生以下

一般

1時間

50円

100円

200円

400円

75円

150円

300円

600円

◇多目的運動場

◇テニスコート

区分 使用単位
市内在住者
(在勤含む)

市外在住者

コート1面

夜間照明
1時間

300円

300円

450円

450円

◇相撲場

区分 使用単位
市内在住者
(在勤含む)

市外在住者

高校生以下

一般
専用利用

1時間

50円

100円

300円

500円

600円

1,000円

75円

150円

450円

750円

900円

1,500円

区分

陸上競技場 サッカーコート：1面、400ｍトラック：8レーン、走り幅跳び、高跳
び、砲丸投げ

テニスコート

相撲場

多目的運動場

キャンプ場

9:00～17:00　(ただし多目的運動場及びテニスコートの夜間照明は21:30まで利用可)

黒羽運動公園 TEL　0287-59-0224

大田原市大輪１７２６

毎月第3月曜日(祝日の場合は翌週)、年末年始(12月29日～翌年1月3日)、メンテナンス等による
臨時休園あり

◇陸上競技場

アスレチック場
(無料開放)

屋根付土俵一式(芝スタンド付)

砂入り人口芝コート：5面　(夜間照明あり)

ソフトボール場：2面、野球場：2面,夜間照明施設：2面,サッカーコー
ト：1面

テント：16張(6人用)、バンガロー：5棟(3人用)、共同調理場、営火
場、トイレ、倉庫
※【利用期間】7月1日～9月10日

ロング吊橋：1基、波のり：1基、移動式児童遊具：6基
(点検など、管理上特に必要があるときは臨時休場とする)

高校生以下

使用単位
市内在住者
(在勤含む)

市外在住者

個人

団体

一般
普
通
利
用

高校生以下

一般
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金

高校生・大学生 300円 3,000円 240円

小学生・中学生 200円 2,000円 160円

65歳以上の市内在住者 100円 ― ―

幼児 100円 ― ―

※10:00～21:00までの１回の使用料金です。(時間内通しでの営業)
※毎月第３日曜日「家庭の日」は、無料開放します。
※障害者手帳を提示された方及びその障害者の介護をする方１名は、各々100円とします。

※10:00～21:00までの１回の使用料金です。(時間内通しでの営業)
※毎月第３日曜日「家庭の日」は、無料開放します。
※障害者手帳を提示された方及びその障害者の介護をする方１名は、各々100円とします。

一般遊泳プール(25ｍ)

採暖室

子供プール

8コース、水深1.3ｍ、身障者用スロープあり、水温30～31℃

50㎡、水深0.5ｍ、水温31～32℃

13.00㎡、温度約50℃

区分
個人使用 団体使用(15人以上)

1回券 回数券(12枚綴り) 1人につき

大人 400円 4,000円 320円

大田原市北野上３５９７－１

10:00～21:00

月曜日(祝祭日の場合は火曜日)、年末年始(12月30日～翌年1月3日)

区分
1回券 回数券(12枚綴り) 1人につき

個人使用 団体使用(15人以上)

大人

高校生・大学生

小学生・中学生

65歳以上の市内在住者

幼児

400円

300円

200円

100円

100円

4,000円

3,000円

2,000円

―

―

320円

240円

160円

―

―

7コース、水深1.2～1.4ｍ、身障者用スロープあり、水温約30℃

138㎡、水深0.4ｍ～0.45ｍ、水温約30℃

19㎡、水深0.6ｍ～0.65ｍ、水温約40℃

32ｍ

11.04㎡、温度約40℃採暖室

ウォータースライダー

ジャグジープール

幼児プール

一般遊泳プール(25ｍ)

大田原市若草１丁目１４８０－１

10:00～21:00

月曜日(祝祭日の場合は火曜日)、年末年始(12月30日～翌年1月3日)

いきいきプール 大田原市立黒羽中学校屋内温水プール

大田原市屋内温水プール TEL　0287-24-0778

TEL　0287-59-1031
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

利用料金 ◇湯けむりふれあいの丘キャンプ場

使用料 施設数

400円 2棟

300円 3棟

200円 2棟

200円

無料

所 在 地

設備情報
１階

２階

利用時間

休 館 日

利用料金

250円

無料

1,000円

2,000円

区分

※貸出用のテントはありません

10:00～21:00　(入館受付は20:00まで)

月曜日(国民の祝日にあたるときは翌日)、毎月第４火曜日、12月31日～翌年1月1日

特産物展示直売所、総合情報コーナー、食の体験室(そば打ち・うどん打ち)、イベント
広場
男女露天風呂、男女大浴場、サウナ、脱衣・休憩所、研修室(和室:100畳)、ギャラ
リー、農村レストラン、伝統文化伝承室

足湯、温泉スタンド(10ℓあたり10円)

入浴施設(温泉)

伝統文化伝承室

食の体験室

足湯

区分

大人(高校生以上)

市内65歳以上

小中学生

未就学児

10:00～12:00

大田原市美原堀之内６７４

13:00～17:00

17:00～21:00

1回1組

使用料

500円

250円

湯けむり　ふれあいの丘 TEL　0287-98-2141
FAX　0287-98-2852

TEL　0287-59-7010
FAX　0287-59-7011

大田原市湯津上５－７７６

湯津上温泉　やすらぎの湯
月曜日(国民の祝日にあたるときは翌日)、毎月第４火曜日、12月31日～翌年1月1日

総合交流ターミナルセンター　黒羽温泉五峰の湯

湯津上温泉　やすらぎの湯 男女大浴場、男女露天風呂、男女更衣室、休憩室、食堂

湯けむりふれあいの丘広場 芝生広場、イベント広場、野外ステージ

湯けむりふれあいの丘キャンプ場 キャビン(10人用)2棟、キャビン( 6人用)3棟、キャビン
( 5人用)2棟、キャンプ場

湯津上温泉 やすらぎの湯 10:00～21:00　(入館受付は20:00まで)

湯けむりふれあいの丘
キャンプ場

・キャビン棟　チェックイン　(15:00から)
　　　　　　　チェックアウト(翌朝10:00まで)
・キャンプ場　チェックイン　(13:00から)
　　　　　　　チェックアウト(翌朝11:00まで)

湯けむりふれあいの丘広場 9:00～21:00

大人
(高校生以上)

2,000円

2,000円

無料

18:00まで

18:00以降

シニア(65歳以上)

小中学生

未就学児

区分

◇湯津上温泉　やすらぎの湯

キャビン(10人用)

1泊料金

キャビン(6人用)

キャビン(5人用)

キャンプ場(テント)

25,000円

17,000円

15,000円

1張　2,000円
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 園 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 園 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 園 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 園 日

問合せ先

利用料金

野崎研修センター

野崎研修センター

都市計画課

佐久山地区公民館

上石上公園

大田原市城山２丁目地内(蛇尾川河川敷)

ソフトボール球場(1面)、サッカーコート(1面)、ゲートボールコート(4面)、自由広場

9:00～17:00

12月29日～翌年1月3日

無料

佐久山運動公園 佐久山地区公民館
TEL　0287-28-0872

大田原市下石上１３６８(野崎第1工業団地内)

ソフトボール球場(1面)、テニスコート(2面)、自由広場

9:00～17:00

12月29日～翌年1月3日

野崎研修センター
TEL　0287-29-2605

無料

蛇尾川緑地公園

大田原市上石上１８４９－７(野崎第２工業団地内)

野球場(1面)、テニスコート(3面)

9:00～17:00

12月29日～翌年1月3日

無料

下石上公園 野崎研修センター
TEL　0287-29-2605

都市計画課
TEL　0287-23-8711

大田原市佐久山地内(箒川河川敷)

ソフトボール球場(2面)

9:00～17:00

12月29日～翌年1月3日

無料
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所 在 地

設備情報

利用時間

休 園 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 館 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 園 日

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

休 園 日

問合せ先

利用料金

TEL　0287-54-4368

4月 5～9月 10月 11～3月

9:00～16:009:00～16:30 9:00～17:00 9:00～16:30

大田原市南金丸１８７０－５(金田南地区公民館隣)

スポーツホール(バレーボールやバドミントン、卓球等)

9:00～22:00

国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日～翌年1月3日

無料

野崎東町交流後援

大田原市片田１２００先

ゲートボール場(無料)、管理棟兼直売所、小型軌道車(ミニSL)、ゴーカート場、ミニカー広場、
観光農園(いも掘り)、魚つかみ取り水路(10名以上の団体のみ)

入園料：無料

農業者健康管理センター 金田南地区公民館
TEL　0287-23-2260

野崎研修センター
TEL　0287-29-2605

ポッポ農園

火曜日、12月29日～翌年1月1日
※ただし8月1日～8月31日、10月1日～10月31日の期間は無休

小型軌道車(ミニSL)

ゴーカート場

ミニカー広場

バーベキュー広場

区分

観光農園(いも掘り) 1株　150円
利用期間：9月1日～10月31日
利用時間：10:00～15:00

魚つかみどり水路
1人　200円

(魚代は時価)

利用期間：7月20日～8月31日
利用時間：10:00～15:00
10名以上の団体のみ利用可、要予約。

金田南地区公民館

農政課　農産園芸係　TEL 0287-23-8292

都市計画課

大田原市若草２丁目１０８１－１

グラウンドゴルフ場(土コース：4面、芝コース：4面)

9:00～17:00

12月29日～翌年1月3日

無料

大田原市下石上１７７１－１２７

ソフトボール球場(1面)、ゲートボールコート(1面)

9:00～17:00

12月29日～翌年1月3日

無料

水辺公園 都市計画課
TEL　0287-23-8711

野崎研修センター

1人　200円

1回　100円

1回　500円

1回　250円
（2歳未満無料）

利用料金 利用期間及び利用時間
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所 在 地

設備情報

利用時間

問合せ先

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

問合せ先 スポーツ振興課管理係(県北体育館内)

利用料金

所 在 地

設備情報

利用時間

利用料金

申込み

中野内５７８番地

須佐木５４０番地

佐久山地区：スポーツ振興課管理係(県北体育館内　TEL 0287-22-8012)

黒羽地区：黒羽支所管理係　(TEL 0287-54-1111)

各市内小中学校のスポーツ施設

校庭(夜間照明施設も含む)、体育館、柔剣道場　※詳細はお問い合わせください。

詳細はお問い合わせください

無料

須賀川体育館 スポーツ振興課
TEL　0287-22-8012

スポーツ振興課
TEL　0287-22-8012

市内小中学校のスポーツ施設 TEL　各市内小中学校

各市内小中学校

学校跡地運動場スポーツ施設

多目的運動場(夜間照明施設も含む)、体育館、武道館　※詳細はお問い合わせください

無料

大田原市須賀川１７４０－１

体育館(バスケットボールコート：2面、バレーボールコート：2面)

9:00～21:30

無料

学校跡地運動場

多目的運動場

体育館・武道場

4月1日～10月31日　(9:00～17:00)

11月1日～3月31日　(9:00～16:00)

平日　(9:00～21:00)

土日祝祭日　(9:00～17:00)

佐久山地区

黒羽地区

佐久山運動場

福原運動場

黒羽運動場

片田運動場

川西運動場

寒井運動場

両郷運動場

須佐木運動場

佐久山４４２７番地１０７

福原１１３２番地

黒羽田町６９３番地１

片田９８７番地１

黒羽向町１５５５番地１

寒井２４４番地４２
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所 在 地

設備情報

問合せ先

利用料金

小学生以下の児童(未就学児が利用する場合は保護者の同伴が必要)

9:00～17:00

1歳未満：無料

1歳以上：200円

団体：100円(1歳以上が15名以上)

回数券(6枚綴り)：1,000円

平日年間パスポート：2,000円

保護者：無料

小学生以下の児童と保護者

9:00～17:00

無料

◇わくわくらんど・キッズタウン

対象者

時間

大田原市中央１丁目３－１５　トコトコ大田原２F、３Fの一部

保育課保育環境係

◇つどいの広場トコトコ

対象者

時間

利用料金

◇親子レクリエーションルーム

対象者

時間

利用料金

◇親子ふれあいキッチン

対象者

時間

利用料金

◇一時保育センター

対象者

時間

利用料金

小学生以下の児童と保護者

9:00～17:00

無料

生後4か月から就学前の健康な乳幼児

9:00～17:00　(お子さま1名につき4時間以内、月5回まで)

市内の方：1時間300円、市外の方：1時間500円

生後4か月から就学前の健康な乳幼児と保護者

9:00～12:00、12:45～15:00

無料

子ども未来館 保育課保育環境係
TEL　0287-23-8601
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豆知識 １  『マナビィ』って何？ 
 

文部科学省の依頼により、故石ノ森章太郎（漫画家：仮面ライダーの作者）が無償で 

デザインした生涯学習のマスコットマークです。 

生涯学習の「学び」とミツバチの「ｂｅｅ」を掛け合わせて、『マナビィ』と名付けられました。 

 

豆知識 ２  触覚が３本？ 
 

マナビィには触覚が３本あります。「学ぶ」という漢字の「つかんむり」をもじって３本になっ

ています。学ぶことの好きな「マナビィ」は、老若男女がいつでも、どこでも楽しく学び活動す

る生涯学習をイメージしています。 

 

豆知識 ３  壺の中身は？ 
壺の中身は「ハチミツ」？ 

実は、「マナ」（コリアンダー）という植物の実です。イスラエルの民が、エジプトを脱出し、

荒野を旅していたときに天から授かったもので、以後４０年間、この「マナ」だけを食べて生

き延びたと言われています。 

石ノ森章太郎さんは、「学び」は、人々が生きていく上で欠かせないものであるというメッセ

ージを我々に託されたのでしょう。 
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