
28 ㊐
　　　 だいなリハビリクリニック

29 ㊊

30㊋

31㊌
　　　 公正証書、交通
　　　　 市県民税２期、国民健康保険税３期、
後期高齢者医療保険料２期、介護保険料２期

9/ １㊍
 　　　心配ごと（黒羽）、ジョブモール

２㊎
　　　 心配ごと（大田原）、交通

３㊏
    　　　　おおたわら七福神めぐりツアー
　　　 空き家問題 110 番

４㊐
　　　 西田整形外科医院
　　　　　全国ご当地キャラクタースポーツ大会
in 大田原＆ご当地うまいものフェスタ in 大田原

５㊊
　　　　 大田原・湯津上

６㊋

７㊌
　　　 行政（湯津上）、人権（湯津上）、心配ごと（湯
津上）、交通

　８㊍
　　　 法律（広域）

　９㊎
　　　 心配ごと（大田原）、交通、不動産

　10㊏
　　　 いのち

　11㊐
　　　 くろばね齋藤醫院

　12㊊
　　　　 黒羽

　13㊋
　　　 行政（黒羽）、人権（黒羽）

14 ㊌
　　　 交通

8/10 ㊌
　　　 交通、いのち

　11㊍
　　　 鎌田浅香医院

　12㊎
　　　 心配ごと（大田原）、法律（広域）、交通

　13㊏

　14㊐
　　　 磯医院

　15㊊
　　　 山の手岡くりにっく
                 大田原・湯津上
　　　　　くろばね夏まつり

　16㊋
　　　 池永腎内科クリニック
　　　　　佐久山納涼花火大会

　17㊌ 　　　 交通、メンタルヘルス

　18㊍
　　　 心配ごと（黒羽）

　19㊎
　　　 心配ごと（大田原）、交通
　　　　 大田原・湯津上・黒羽

　20㊏

　21㊐
　　　 車田医院
　　　　　与一太鼓定期演奏会

　22㊊
              行政（大田原）、人権（大田原）
　　　　 黒羽

　23㊋
　　　 不動産

　24㊌
　　　 法律（市民）、交通

25 ㊍

26㊎
　　　 心配ごと（大田原）、交通

27 ㊏
　　　　　与一の郷夏祭り

生活カレンダー
Living Information 大田原市長が皆さんからのご意見、ご要望をお聴きします。　

■電話番号 :0120-188911（受付時間：9:30 ～ 10:30）

※指定日時以外や携帯電話からのお問い合わせは、
　随時下記でお受けします。
　情報政策課　   ２階　　（23）8700

もしもし市長さん（月１回）もしもし

もしもし

土日祝日および夜間の水道に関するお問い合わせは
大田原市管工事工業組合　　
・090-7234-4462（大田原地区）
・090-2157-1513（湯津上・黒羽地区）
※本管漏水工事のための待機業者であるため、宅内工事（漏

水）はすぐに対応できない場合があります。

広報掲載イベントイベント
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なってしまうものだったり、そもそも定期購入契約が条件だったり
します。定期購入であることなどの条件が、小さな文字で書かれて
いて気が付かないことがあるようで、画面が小さいスマートフォン
などで申し込む場合は、注意が必要です。
意図しない契約となってしまった場合は、消費生活センターにご相
談ください。

アドバイス
１．広告の表示だけでなく、利用規約をよく読み、購入の条件など
を確認しましょう。　　
２．解約の方法についての記載を確認しましょう。
３．申込画面や規約等を印刷・保存しておくと、トラブルの解決に
役立つことがあります。

相　談 日　時 場　所 問い合わせ
総
合
行
政

相
談

大田原地区 ８月22日（月） 10:00～12:00 大田原市福祉センター
市情報政策課  　２階

（２３）８７００湯津上地区 ９月７日（水） 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター
黒羽地区 ９月13日（火） ９:30～12:00 黒羽・川西地区公民館

人
権
相
談

大田原地区 ８月22日（月） ９:30～12:00 大田原市福祉センター
市総務課  　２階
（２３）１１１１湯津上地区 ９月７日（水） 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター

黒羽地区 ９月13日（火） 9：30～12：00 黒羽・川西地区公民館

 

心
配
ご
と

相
談

大田原地区 毎週金曜　　 9:00～12:00 大田原市福祉センター 市社会福祉協議会　 （２３）１１３０
湯津上地区 毎月第１水曜 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター 〃　湯津上支所　 （９８）３７１５

黒羽地区 毎月第１･３木曜 ９:00～12:00 社会福祉協議会黒羽支所 〃　　黒羽支所　 （５４）１８４９

広域無料法律相談
（要予約）

８月12日（金） 　13:30～
（予約は第１木曜から）

トコトコ大田原３階
市民交流センター 市総務課　  ２階

（２３）１１１１
９月８日（木）

市民無料法律相談
（要予約）

８月24日（水）   13:30～ 大田原市福祉センター
（予約は第３水曜から）

公正証書（法律）無料相談
（要予約） ８月31日（水） 10:00～12:00

13:00～16:00 大田原公証役場 大田原公証役場
（２３）０６６６

栃木県交通事故相談
毎週水･金曜
※年末年始
    祝日を除く

９:00～12:00
13：00～15：30

栃木県庁那須庁舎
那須県民相談室

交通事故相談用電話
（２３）１５５６

不動産無料相談会
（要予約）

８月23日（火）
13:30～15:30 不動産会館県北支部

（黒磯文化会館前）
（公社）宅建協会県北支部

０２８７（６２）６６７７９月９日（金）
自殺予防いのちの電話
フリーダイヤル 毎月10日８:00～11日８:00 ― フリーダイヤル

０１２０（７８３）５５６
働く人の
メンタルヘルス相談

８月17日（水） 　13:30～16：30 大田原労政事務所
（栃木県那須庁舎 1 階）

大田原労政事務所
（２２）４１５８

（土・日を除く３日前までに予約）
とちぎジョブモール・
シニア応援センターぷ
らっと巡回相談

９月１日（木）
セミナー　10:30～／相談　13：00～ 栃木県那須庁舎

第三会議室（前日 17:00 までに予約）
子育てに関する相談
ＤＶ･離婚に関する相談

月～金
（祝日を除く） 8:30～16:00 子育て相談室

（市役所東別館１階）
市子ども幸福課  　１階

（２４）０１１２

生活困窮者の支援制度 月～金　　　　 8：30～17：15
（年末年始・祝日を除く）

市社会福祉協議会
（浅香3-3578-17）

市社会福祉協議会
（２３）１１３０

2016
.10

.14

８

９～

～

Aug. Sep.

■市公式facebook　http://www.facebook.com/ohtawara
■市ホームページ 　http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/

■市公式Youtubeチャンネル
　https://www.youtube.com/channel/UCjso3SZyYxfppYA479ulsCA
■市公式ツイッター 　https://twitter.com/city_Ohtawara

消費生活センター情報

　大田原市消費生活センター （ 住吉町１- ９-37）　　　　（23）６２3６　　受付時間…9:00 ～ 12:00､ 13:00 ～ 16:00（ 土・日・祝日を除く ）

事例…通信販売で、お試し価格 500 円の健康食品を注文した。
一回限りの購入だと思っていたが、翌月も商品が届いた。解
約したいが、電話がつながらない。

　ホームページや SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）などで、「お試し価格」や「初回無料」と書かれているサ
プリメントなどの商品広告を見て、１回だけのつもりで注文
したが、２回、３回と商品が届いて困っているという相談が
寄せられています。
その多くは、停止の手続きを行わないと自動で定期購入と

～「お試し価格」や「送料のみ負担」・・！？
　　　　　　　　　定期購入契約にご注意ください～

【人口・世帯数】
■人口75,210人

男37,524人/女37,686人
■世帯数29,037戸

各種相談

この数値は、平成 27 年国勢調査結果
（速報値）を基礎としています。

■薬物問題をお持ちの方の家族の集い
　～薬物問題への向き合い方、一緒に探してみませんか～
●日時…９月８日（木）　午後１時 30 分～３時 30 分　　　
●場所…県北健康福祉センター（住吉町２－１４－９）
●対象…薬物問題にお悩みのご家族
●内容…座談会～自由にトーク～
問 県北健康福祉センター　　（２２）２３６４

■「空き家問題１１０番」無料電話相談会
　栃木県司法書士会では、全国的に社会問題となっている
空き家問題に関する無料電話相談会を実施します。
●日時…９月３日（土） 午前 10 時～午後３時
●方法…電話相談　　０２８（６３６）８０５０（当日のみ）
●内容…空き家問題
問栃木県司法書士会　　０２８（６１４）１１２２



支援センター 場　所 電　話 開設日時 休館日
すみよし 子育てプラザ館 （２３）８７２８

月～金
９:00～12:00
13:00～16:00

8/11しんとみ しんとみ保育園 （２２）５５７７
ゆづかみ ゆづかみ保育園 （９８）３８８１
くろばね くろばね保育園 （５９）１０７７

サロン 場　所 開設日 休館日
かねだ 金田北地区公民館　 火曜日　
のざき うすばアットホーム 木曜日　 8/11

かわにし 川西高齢者ほほえみセンター 水曜日　

子育て支援センター

つどいの広場

子育てサロン 開設時間…９:00 ～ 12:00

　子ども幸福課　　 １階　  （２３） ８９３２

■ファミリーサポートセンター　
　（子育てプラザ館内） 　 （２０） ００２１
▶子育ての手助けをしたい・してほしい方が会員とな
り、地域で子育てを支え合う組織です。

■一時保育センター　 
　（子ども未来館内）　　（２２） ２８１３
▶開設日時…９:00 ～ 17:00（ 休館日を除く ）
▶対象…４カ月～就学前の健康な乳幼児 （市外の方を

含む ）
▶料金…１時間 300 円 （ 市外の方は 500 円 ）
※１回４時間、月５回まで
※事前申し込みが必要。（ 一定要件あり ）

広　場 場　所 開設日時 休館日

さくやま 旧さくやま保育園 月 ･ 水 ･ 金
９:00 ～ 14:00

トコトコ 子ども未来館 月～金 9:00～12:00
              12:45～15:00 8/11,9/5

※離乳食教室、心の健幸相談室は事前に申し込みが必要です。
（ 心の健幸相談室は各回の前日までに予約をお願いします。）　

教室・相談 日　時 場　所 内　容 持ち物など 問い合わせ

乳幼児健康相談 ９月  ７日（水） 9:30 ～ 11:15 大田原保健センター 計測や
育児相談など

母子健康手帳 子ども幸福課　 １階
（23）8634離乳食教室 ９月  １日（木） 9:40 ～ 11:10 大田原保健センター 離乳食の進め方

など

おたっしゃクラブ

８月 24 日（水）   9:30 ～ 11:30 大田原保健センター
高齢者向けの
運動や講話

軽い体操ができ
る服装

高齢者幸福課　 １階
（23）8917８月 10 日（水）      

9:30 ～ 11:30 黒羽保健センター
９月 14 日（水）

心の健幸相談室

８月 12 日（金）   

13:30 ～ 16:30 大田原保健センター カウンセリング 健康政策課　 １階
（23）8704８月 25 日（木）   

９月 ９日（金）

ためして運動塾 ９月  ６日（火） 9:30 ～ 11:30 トコトコ大田原
３階大会議室

ラジオ体操
筋トレ

飲み物
ヨガマット

（バスタオル） 健康政策課　 １階
（23）7601

まちなか保健室 ８月 28 日（日）13:30～ 16:00 トコトコ大田原
３階小会議室

健康相談
血圧測定 健診結果など

ゆずりたい ゆずってほしい
●お子さん向け
　学習机・ベビーラック・子供用オルガン
●家具・インテリア・家電製品・楽器
　サイドボード・子供用オルガン・雛壇飾り・

ガラスケース入り人形・食器戸棚・冷蔵庫・
ポータブルトイレ・洋服ダンス・ソファー
ベッド・ケース入り人形・ウサギ飼育セッ
ト・ロフト付きパイプベッド

●制服・体操着等
　大田原中学校運動着長ズボン（L・２L・３L）、

大田原中学校女子用制服（スカート、ベス
ト）

●その他
　陶芸用ろくろ・回転椅子・塗鉢・額縁

●お子さん向け
　ベビーカー・ベビー用椅子・チャイルドシート・バスチェア・二段ベッド・スキーウェ

ア（140㎝～ 160cm）・スキー用品一式・子供用ベンチコート・学習机・自転車（中学生用）
●家具・インテリア・家電製品・楽器
　ミシン・足踏みミシン・ポータブルミシン・テレビ・エレクトーン・除湿機・電子ピアノ・

ステレオ・子供用オルガン・洗濯機
●制服・体操着等
　なでしこ幼稚園運動着（100 ～ 110 ｃｍ）・大田原中学校運動着（150 ｃｍ）・那須支援学

校高等部男子制服（165cm ～ 170cm）・野崎中学校女子用制服・野崎中学校女子用運動
着・黒羽中学校用柔道着（Ｌサイズ）・若草中学校バレーボール部ウィンドブレーカー

●その他
　人台・フラダンス用洋服・ベンチコート・自転車・かなめ焼き・バスケットボール用ポー

タブルゴール・バスケットボール・卓球台・ガーデンシュレッダー・将棋・囲碁・書籍（那
須野ヶ原の道、那須郡誌）・機械編み機

（登録状況：７月 15 日現在）

保健に関する教室・相談

くらし情報館情報

子育て支援情報

くらし情報館（大田原市くらしの会／中央 1-2-14）　　（４７）７３７９

開館時間　10：00 ～ 15：00 ※開館日は裏面カレンダーをご参照ください。



　健康政策課　　 １階　  （２３）８７０４

月 日（曜日） 当番医名 住所 電話番号

８
月

11 日（木・祝） 鎌田浅香医院 浅香３－３－９ （２２）２７０３

14 日（日） 磯医院 黒羽向町８ （５４）００２０

15 日（月） 山の手岡くりにっく 山の手２－２１－１０ （２０）２２５１

16 日（火） 池永腎内科クリニック 町島２００－８ （２４）７０７０

21 日（日） 車田医院 大豆田４５７－２４ （５４）００６２

28 日（日） だいなリハビリクリニック 紫塚３－２６３３－１０ （２０）３１０２

９
月

４日（日） 西田整形外科医院 元町１－９－１８ （２０）３１００

11 日（日） くろばね齋藤醫院 黒羽田町６１２ （５４）００３１

お医者さんの適正受診ガイド

事前に当番医療機
関に電話してから
受診してください。
また、やむを得ず
変更になる場合が
あります。

【とちぎ子ども救急電話相談】
　急な病気やけがで心配な時に、家庭での対処法を看護師がアドバイスします。
　相談時間　月～土：午後6時～翌朝8時
　　　　　　日・祝：午前8時～翌朝8時
　電　　話　局番なしの＃8000　ダイヤル回線の場合は　　028（600）0099

【とちぎ医療情報ネット】
　病院や診療所を受診するにあたって役立つ情報を提供します。
　さまざまな状況にあわせた検索を行うことができます。
　ホームページ　http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/

【那須郡市医師会ホームページ】
　 那須郡市の医療機関・救急医療・休日当番医などの情報を提供します。
　 ホームページ　http://nasumed.sakura.ne.jp/public/

昼
　
間

夜
　
間

か か り つ け 医

休 日 当 番 医

那須地区夜間急患診療所（中田原 1081-4 ／那須赤十字病院 1階）　0287（47）5663
●診療日時…毎日 午後７時～10時（受付は午後６時30分から）
●診療科目…内科・小児科

【診療時間】午前９時～午後５時

平日

休日

平日
休日

午後10時以降の救急医療
※那須赤十字病院と併設ですが、別の医療機関になります。

病　院 電　話 月 火 水 木 金 土 日

 那須赤十字病院 0287（23）1122 小児 ● ● ●
一般 ●

 国際医療福祉大学病院 0287（37）2221 小児 ● ● ● ●
一般 ●

 那須中央病院 0287（29）2121 一般 ● ●
 菅間記念病院 0287（62）0733 一般 ● ● ●
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　  休日当番医

生活環境課からのお知らせ 生活環境課　　A１階
　（２３）８７０６確認してみよう　ごみの出し方について　鉄やアルミ類の出し方

急な病気やケガに備えてかかりつけ医を
決めておきましょう。

《診療時間》 午前9時～午後5時
※休日当番医は、新聞・広報・市ホームページなどで確認し、電話をしてから受診してください。

　鉄・アルミ製などのフライパンや鍋、やかん、鍋焼きうどん容器、ガスレンジ周りのアルミ製品なども、もやせ
ないごみ専用の指定袋に入れて出してください。（もやせるごみ、かん類専用の指定袋には入れないでください。）
　また、ご家庭にある、電気ポットや電気コード、時計、ドライヤー、金属が付いている玩具、ラジオやアイロン
などの小型家電、金属や陶器製の植木鉢、野菜育成などに使う支柱、ハンガー（一部で金属があり分別が困難なもの）
は、もやせないごみ専用の指定袋に入れて出してください。電化製品は分解しないで出してください。
　このような金属類がもやせるごみの袋に混入しており、これは焼却設備の重大な故障につながる恐れがあります。
混入している場合は、収集せずイエローステッカーを貼付し再分別をお願いすることとなります。
　なお、指定袋で出す際は、紐で縛ったり、テープで留めたりせず、口を十字に結んでください。
　詳しいごみの分別方法は、「ごみ分別収集カレンダー」又は「おおたわらクリーンナビ」をご覧ください。（よいちメー
ルでも、ごみ情報を発信していますのでご利用ください。）
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