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なす風土記の丘歴史解説
員養成講座 「古代なす
学入門」受講生募集
大田原市・那珂川町の両な
す風土記の丘資料館で開講し
ます。資料館周辺の史跡見学
や古代米・土器づくり、講演
会・講座などを行います。
●対象…那須の歴史に興味が
あり、
講座に参加できる方。
※小学生以下は保護者同伴。
●定員… 名
（先着順）
●期間…４月～翌年３月まで
の計 回
※全 回中８回以上受講され
た方には、
修了書を授与し、
希望者を歴史解説員に登録
します。
●初回内容…４月 日
（土）
午前９時 分～正午
那珂川町なす風土記の丘資
料館にて、開講式・体験研
修
（火起こし・勾玉づくり）
を行います。
● 受 講 料 … 無 料（ 土 器 づ く り
材料費などの実費は負担）
●受付期限…４月 日
（木）
申 那珂川町なす風土記の
丘資料館
（那珂川町小川
３７８９）
０２８７
（９６）
３３６６

育

●テーマ
「那須国造碑をめぐる人々
‐佐々介三郎宗淳‐」
●入館料…一般
１００円
高校生・学生
円
小・中学生
無料
問なす風土記の丘湯津上資料
館
（９８）３３２２

教

スコットランドでホーム
ステイしてみませんか？

渡航費用の一部（ 万円）を
負担していただきます。
●申込方法…申込書に保護者
の承諾書・学校長の推薦書・
健康診断書を添えて左記へ
申し込み。応募多数の場合
は選考となります。
※書類は生涯学習センターま
たは市ホームページからダ
ウンロードしてください。
問生涯学習課
（２３）２１００

スポーツ

平成 年度スポーツ安全
保険加入の案内

●対象…スポーツ・文化・ボ
ランティア・地域活動など
を行う５名以上のグループ
● 保 険 期 間 … ４ 月 １ 日（ 金 ）
～平成 年３月 日（金）
※４月１日以降に申込みをし
た場合は、掛金振込日また
は加入依頼書の封筒に押印
された消印日のいずれか遅
い日の翌日、インターネッ
トでの加入の場合は、掛金
の振込日の翌日から有効に
なります。
※振込手数料がかかります。

問（財）スポーツ安全協会栃木
県支部
０２８（６２２）７８７８
午前８時 分～午後５時
（土、日、祝日除く）
市スポーツ振興課
（２２）８０１７
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歴史民俗資料館の
サツマイモ作り
むかしの農具などを利用し
て、サツマイモ作りに挑戦し
ます。誰でも参加できますの
で、ぜひ参加してください。
●参加費…無料
●申し込み…不要
●場所…歴史民俗資料館
●日程
①４月 日
（日） 畑づくり
午前 時～正午
②５月 日
（日） 植えつけ
午前 時～正午
③ 月中旬ころ 収穫祭
※天候や生育状況により変更
になる場合があります。
問歴史民俗資料館
（９８）
２１５１
10 15 10 24

なす風土記の丘
湯津上資料館トピック展

10

31

50

市では、海外でのホームス
テイ体験を通して、国際的な
感覚と豊かな人間性を養うた
め、毎年市内在住の高校生を
英国スコットランドに派遣し
ています。英語力を活かして
国際交流にチャレンジしてみ
ませんか？
●派遣先…スコットランド
（セントアンドリュース）
● 派 遣 期 間 … ７ 月 日（ 木 ）
～８月９日（火）の 日間
●募集人員…男子１名
●応募資格
市内在住の高校生
●募集期限…５月６日（金）
●費用

28

29

10

『水戸黄門』の「助さん」のモ
デルとして知られる、佐々介
三郎宗淳をとりあげます。
●日時…４月９日（土）～６月
５日
（日）
● 休 館 日 … 月 曜（ 祝 日 の 場 合
はその次の平日）
※展示替のため 月８日（金）
は臨時休館
●場所…なす風土記の丘湯津
上資料館

13 28

議

訓

文

4

23

21

30

20

12

12

湯津上庁舎

南別館

議会棟

大田原地域職業訓練センター

大田原市総合文化会館

30

※市民サービス向上のため、有料広告を掲載しています。

仮設庁舎Ｂ棟「税･まちづくり館」

平成 28 年度 屋内温水プール
第１期泳法・水中運動教室のご案内

■大田原市屋内温水プール
●開催期間…４月 18 日
（月）
～７月９日
（土）
●申込方法…４月４日
（月）
午前 10 時から下記窓口で受付開
始。申込用紙に必要事項を記入し、参加料を添えて申し
込みください。教室開催期間中は、随時受け付けます。
大田原市屋内温水プール （２４）
０７７８
■いきいきプール
（黒羽中学校屋内温水プール）
●開催期間…４月 19 日
（火）
～７月９日
（土）
●申込方法…４月５日
（火）
午前 10 時から下記窓口で受付開
始。申込用紙に必要事項を記入し、参加料を添えて申し
込みください。教室開催期間中は、随時受け付けます。
※４月 29 日
（金・祝）
～５月７日
（土）
・６月 15 日
（水）
教室は
休みです。また、大会で教室が休みになる場合があります。
いきいきプール （５９）
１０３１
■共通事項
●参加料…１教室 500 円
※プール利用料はその都度、別途負担となります。
●対象…高校生以上の方
●泳法教室
▼初級クラス
（50 分）…水慣れからはじめ、25 ｍクロール
完泳を目標とし、背泳ぎの基本を覚えます。
▼中級クラス
（50 分）…クロール、背泳ぎのさらなる上達と
平泳ぎの基本を覚えます。
▼上級クラス
（50 分）…バタフライの基本を覚え、４泳法の
完成を目指します。
▼ベストスイム
（50 分）
（大田原市屋内温水プールのみ）…
各泳法 50 ｍ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です。
●リズム水泳教室
（大田原市屋内温水プールのみ）
▼リズム水泳
（60 分）…クロール・平泳ぎ及び背泳ぎで 25
ｍ以上泳げる方が対象のシンクロナイズドスイミングの

東

Ｂ

Ａ

仮設庁舎Ａ棟「政策･せいかつ館」

東別館「安心･しあわせ館」

初級版で音楽やカウントに合わせて泳ぎ、技術が向上
してくると各種泳法を組み合わせながら泳ぎます。
●水中運動教室
▼みんないきいき
（50 分／大田原市屋内温水プールのみ 40
分）…体への負担が少ないという水の特性を生かして、
みんなで楽しみながらいきいきと体を鍛えましょう。
▼アクアエクササイズ
（40 分）…音楽に合わせて楽しく全
身運動を行い、代謝アップを目指しましょう。
●その他…泳法教室の申し込みは、泳法１
（初級・中級ク
ラス）
泳法２
（中級・上級クラス）
泳法３
（中級・上級ク
ラス）
の各３コースになります。各コースとも重複して
の教室への参加はできませんので、ご注意ください。
水中運動教室に申し込みいただいた方は
「みんないきい
き」
「アクアエクササイズ」
の各教室を自由に参加でき
ます。
各教室に定員はありません。

平成 28 年度フロア教室案内
今年度もいきいきプールでフロア教室を開催する予定
です。
教室内容はヨガ教室・太極拳・骨盤シェイプ教室を予
定しています。年齢や性別も関係なく、初めての方でも
楽しく参加できる教室です。お気軽に参加ください。
詳細はホームページや館内ポスターでお知らせします。
問いきいきプール
（黒羽中学校屋内温水プール）
（５９）
１０３１
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「ツール・ド・とちぎ」
平成 年３月開催決定

■「ツール・ド・とちぎ」
とは
栃 木 県 全 域 を 舞 台 と し て、
平成 年３月 日～４月２日
の３日間行われる国際自転車
競技連盟公認のロードレース
大会です。
本市は４月１日実施の第２
ステージの一部として設定さ
れています。詳細が判明次第、
随時情報を提供していきます。
●期日…平成 年３月 日
（金）～４月２日（日）
●主催…ＮＰＯ法人ツール・
ド・とちぎの会
●競技主管…
（公財）日本自転
車競技連盟

■ツール・ド・とちぎ第２ス

29

29

31

31

テージ（案）
●期日…平成 年４月１日
（土）
●走行距離…１１２・７
●コース…茂木町（スタート）
→那須烏山市→那珂川町→
大田原市→那須町→那須塩
原市→那須町（ゴール）
※市内のコースについて
一般国道２９４号→一般県
道小口黒羽線→主要地方道
那須黒羽茂木線→一般県道
南方須佐木線→一般国道
４６１号→一般県道南方須
佐木線→市道中野内南方線
→主要地方道那須黒羽茂木
線→
※コースは変更になる可能性
があります。
問スポーツ振興課
（２２）８０１７
29

km

23

2016.4

