
自分たちのまちを守るために！ 

第 44 回

　地域で率先して防災活動を行う地域防災リーダーを
養成します。
●日時…11 月 12 日（土）午前 8 時 45 分～午後 5 時 55

分、13 日（日）午前 9 時～午後 4 時 45 分の 2 日間
●場所
　市役所南別館 2 階会議室
●対象…市内在住の 18 歳以上の方（高校生は除く）　
●定員…50 名（先着順）
●申込方法…9 月 1 日（木）～ 30 日（金）までに、下記

へ電話またはＦＡＸで申し込み。
▼受付：平日午前 8 時 30 分～午後 5 時
●受講要件
①受講前に送付する教材で自宅学習を実施し、講座当

日にレポートを提出
② 11 月 12 日・13 日の 2 日間講座を受講（１講座 60 分。

２日間で 12 講座）
③ 11 月 13 日講座終了後、日本防災士機構の資格取得

試験を受験
●注意事項
① 試 験 合 格 後、 防 災 士 登 録 に 必 要 な 登 録 申 請 料

５０００円は、自己負担となります。　
②自治体、消防署、日本赤十字社等などの公的機関ま

たはそれに準ずる機関が実施する｢救命講習｣を受講
していることも登録申請要件となります。（未受講者
対象の普通救命講習を 11 月 5 日（土）・6 日（日）に開
催予定）

●その他…当講座を受講し、試験に合格後防災士登録を
された方は、自主防災組織の育成・指導、防災訓練な
どの各種防災行事への参加、災害発生時の市への被害
情報提供などのご協力をお願いします。

申問危機管理課　東２階
　（２３）１１１５ 　（２３）８８９５

●日時…12 月 23 日（金・祝）　小雨決行
▼開会式：午前９時～▼スタート：午前 10 時～ 11 時５分
●場所…黒羽運動公園および周辺道路
●種目…14 クラス
▼２㎞：①親子ペア（小１～２年）②小 3 ～４年男子③小３～４年女子
▼３㎞：④小５～６年男子⑤小５～６年女子⑥中学女子
▼５㎞：⑦中学男子⑧高校男子⑨高校女子⑩一般男子⑪一般女子⑫

60 歳以上（男女）
▼ 10㎞：⑬高校男子⑭一般男子　
●申込期間…９月５日（月）～ 10 月 11 日（火）
※今大会から申込期間が変更になりました。（当日の参加受付は行いません）
●費用…▼①　２５００円　▼②～⑦　　　　８００円
▼⑧⑨⑬　　　１５００円　▼⑩⑪⑫⑭　　２０００円

（参加賞、傷害保険料含む）
問芭蕉の里くろばねマラソン大会実行委員会（スポーツ振興課（黒羽体育館内））
　（５４）２８５８

防災士養成講座

芭蕉の里くろばねマラソン大会開催

平成28年度

小児を対象とした

　10 月１日（土）から、小児のＢ型肝炎予防接種が定期
接種となり、自己負担なく受けられるようになります。
●対象者…市内に住民票のある平成 28 年４月１日以

後に生まれたお子さん（原発避難者特例法に基づき指
定市町村から住民票を移さずに大田原市に避難して
いる方を含みます。）

※ただしＢ型肝炎母子感染予防事業対象者を除く。
●接種対象期間…１歳に至るまでの間（１歳の誕生日の

前日まで）
●定期接種開始時期…10 月１日から
●接種方法…標準的には生後２か月から接種を開始し、

１回目から 27 日以上の間隔をおいて２回目を接種
し、３回目は１回目から１３９日以上の間隔をおい
て接種します。（全３回）

●注意点…Ｂ型肝炎予防接種は全３回を終えるまでに
最短でも５か月程度かかります。特に平成 28 年４
月から５月に生まれたお子さんは、定期接種として
受けられる期間が短くなりますので、10 月からの開
始に向けた早めの予約などにご留意ください。

●接種料金…無料（委託医療機関で接種する場合）
●持ち物…母子健康手帳（予診票は医療機関にあります）
●大田原市では、平成 24 年 10 月から法定外の予防接

種として市独自にＢ型肝炎予防接種にかかる費用の一
部助成を行っており、今後は平成 29 年度まで継続す
る予定です。平成 28 年３月 31 日までに生まれたお
子さんは、生後２か月から２歳未満の間に法定外の予
防接種として接種費用の一部助成を受けることができ
ます。（１回あたりの自己負担３，６００円）

問健康政策課　東１階
　（２３）８９７５

B 型肝炎予防接種

問とちぎテレビ　　０２８（６２３）００３２
　市情報政策課　 A２階　     （２３）８７００

うたの王様出張予選会
今年もやります

　今年も大田原市でうたの王様出張予選会
を開催します。
●期日…平成 28 年 10 月 1 日（土）　
　　　　午前９時から整理券配布
●場所…与一伝承館多目的ホール
●出場資格…どなたでも参加できます
●その他
▼出場を希望する方は、当日会場に直接お
　越しください。事前申し込みは必要あり
　ません。
▼予選会の観覧は自由です。
▼予選会の合格者はとちぎテレビで行われ
　る本選の収録に参加することができます。
▼詳細は下記までお問い合わせください。
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もうすぐ１年生

成人式について
平成28年度

　今年度の成人式を下記のとおり行います。
●期日…平成 29 年１月３日（火）　
　　　　午前 10 時から
●場所…那須野が原ハーモニーホール
●該当者…平成８年４月２日から平成９年４月

１日までに生まれた方
※平成 28 年 11 月 1 日現在市内に住所のある方

には、11 月中旬に案内状を郵送します。
※市内に住所のない方で参加を希望される方は、

12 月 9 日（金）までに下記へ電話でお申し込み
ください。

問申生涯学習課　生　　（２３）２００５

新しいＡＬＴが来日しました！
　本市の姉妹都市であるウエストコビナ市より派遣され、平成 18 年から 10 年間の長きに
渡り、ＡＬＴ（外国語指導助手）として本市の英語教育充実のためにご尽力いただきました
ユウキ・フクスミ先生が退任し、帰国しました。
　ユウキ先生には、小・中学校での英語の授業や、姉妹都市との交流事業において多大な
る貢献をしていただきました。また、田町や仲町のお囃子のメンバーとして、屋台祭りな
どに参加し、多くの市民の皆さまと親交を深めることができたようです。
　この度、後進に道を譲り、帰国の運びとなりました。ユウキ先生、そしてこれまでお世
話になった多くの皆さまに、感謝申し上げます。
　ここで、後任の先生を紹介いたします。
●氏　名…イヴォーン・ハ
●勤務校…大田原中学校、西原小学校、紫塚小学校
●コメント…市内に居住しておりますので、見かけることがあると思いますが、前任のユウキ先生と同様に、よろし

くお願いいたします。

青少年健全育成市民大会

就学時健康診断のお知らせ

　　７月２日（土）、市文化会館ホールにおいて、「青少年健
全育成市民大会」が、青少年育成関係団体やＰＴＡなど 270
名の参加により盛大に開催されました。
　この大会において、社会環境の浄化と青少年の健全育成・
非行防止をテーマとした作文と標語の表彰が行われ、10 名
の小中学生が最優秀賞を受賞しました。
　表彰式終了後には、受賞者４名による作文の発表及び元法
務教官の角谷敏夫先生による講演会が行われました。
●最優秀賞受賞者（敬称略）

【作文の部】
　猪瀬響姫（紫塚小６年）、佐藤あいり（市野沢小６年）、
　羽川光（大田原中３年）、猿田陽斗（若草中３年）

【標語の部】
　ほしあやか（大田原小１年）、神山岳（紫塚小３年）、
　黒﨑綾花（大田原小５年）、矢吹優真（奥沢小５年）、
　薄井栞（大田原中３年）、藤田寿理（黒羽中３年）
問生涯学習課　生　　（２３）２１００
問少年指導センター　　（２２）５８８４

　来年４月に小学校に入学するお子さんの健康診断を実施します。必
ず受診してください。
　保護者の皆さまには、９月中旬から順次、案内通知と就学時健康
診断票を郵送します。通知が届かない場合は、下記へご連絡ください。
●日程…右表のとおり
※受付時間は午後 1 時～ 1 時 20 分ですが、学校によって受付時

間が異なる場合があります。通知をご確認ください。
●対象者…平成 22 年４月２日から平成 23 年４月１日までに生ま

れたお子さん
●内容…医師による内科、歯科、眼科の診察および発達スクリー

ニング検査など
●持ち物…就学時健康診断票・上履き（児童、保護者）・筆記用具（保護者）

問学校教育課　  （９８）７１１４

期　日 入学予定校 健診会場

10 月 14 日（金） 親園小
宇田川小 宇田川小

10 月 17 日（月） 紫塚小 紫塚小

10 月 18 日（火）
黒羽小

須賀川小
両郷中央小

黒羽小

10 月 19 日（水） 大田原小 大田原小
10 月 21 日（金） 西原小 西原小

10 月 25 日（火） 薄葉小
石上小 石上小

11 月 1 日（火） 奥沢小
金丸小 金丸小

11 月 2 日（水） 佐久山小
福原小 佐久山小

11 月 7 日（月） 川西小 川西小

11 月 10 日（木） 市野沢小
羽田小 市野沢小

11 月 15 日（火）
佐良土小
湯津上小
蛭田小

蛭田小
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