
ゆずりたい ゆずってほしい
●お子さん向け…抱っこひも・ランドセル（赤色）・七五三用品（草履、バッ

グ、帯）・歩行器・子供用スキー上下（140cm）・子供用ベンチコート（160
㎝）・ベビーいす・三輪車・ベビー布団・ベビーカー

●家具・インテリア・家電製品・楽器など…子供用オルガン・エレクトー
ン・キーボード・電気こたつ・ベビーベット

●制服・体操着等…大田原中学校≪制服夏用ポロシャツ≫・大田原女子
高≪体育着（長袖・半袖）≫・金田北中学校≪ブレザーネクタイ付き L、
LL、ズボン夏冬用、ワイシャツ長袖 1 枚、半袖 2 枚≫

●その他…ケース入り人形（4 個）・塗鉢（数個）・額縁・本棚（20 × 60 ×
112）（98 × 18 × 27）・雉剥製飾りケース・飾り棚・ポータブルトイレ・
七段雛飾り・食器乾燥機・三脚・円卓・座卓・鏡台・スキー用品一式（男
女）・スキーウェア上下・ポータブルバスケットゴール・職業用電動ミ
シン

●お子さん向け…スキー用具一式（8 歳用・中学生用）・自転
車（中学生用）・子供用スキーウェア（140㎝～ 160㎝）・ベビー
服・子供用自転車・チャイルドシート

●家具・インテリア・家電製品・楽器など…ソファーベッド・
電動ミシン・足踏みミシン・テレビ・冷蔵庫・ステレオ・
ガス台・食器棚・キーボード・自転車

●制服・体操着等…ひかり幼稚園≪制服・リュック・帽子・
男子体育着上下（110㎝）≫・紫塚小学校≪体育着一式（140
㎝～ 160㎝）≫・大田原中学校≪男子制服（S・M）・女子ポ
ロシャツ（S・M）・体育着≫・若草中学校≪制服・体育着（2
Ｌ・3 Ｌ）・バレーボール部ウィンドブレーカー・バレーボー
ルシューズ≫・黒羽中学校≪柔道着（L）≫

●その他…フラダンス用洋服・マウンテンバイク・かなめ焼き・
ガーデンシュレッダー・除湿機・陶芸用ろくろ・農業用パ
イプハウス・卓球台・ベンチコート・大人用おむつ

くらし情報館 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でご確認ください。） （登録状況：８月１日現在）

【人口・世帯数（前月比）】� H30.7.1 現在
■人口 74,030 人（-22）
　　男 37,052 人（-11） ／女 36,978 人（-11）
■世帯数　29,424 戸（+7）
　この数値は、平成 27 年国勢調査結果を基礎とし
ています。

与一太鼓定期演奏会

■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　http://www.youtube.com/channel/UCjso3SZyYxfppYA479ulsCA
■市公式ツイッターアカウント　ID:@city_Ohtawara

■インフラ不良箇所通報メール 　
　http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/report/3/
　道路や公共施設・上下水道などの不良個所を
見つけたときは、こちらからご連絡ください。

■市公式メール配信サービス　「よいちメール」 
　http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2015121800055/
　防災情報や休日当番医など、生活に役立つ
情報を配信しています。

各種 URL

日時…９月 16 日（日）
　　　午前 11 時～
場所…那須与一伝承館多目的ホール
費用…無料
那須与一伝承館　　（２０）０２２０

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）

「仮想通貨」って、なあに？
　紙幣や硬貨のような現物をもたず、電子データのみでやりとりされる通貨のことを「仮想通貨」と言います。
仮想通貨と法定通貨（円など）との交換をする業者は金融庁に登録が必要です。
　最近、「必ず値上がりすると言われて仮想通貨を購入する契約を結び、代金を支払ったが解約できない」など
といった電話勧誘や訪問販売によるトラブルが目立っています。仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴
うため、将来必ず値上がりするというものではありません。また、登録の無い詐欺業者の可能性もあります。

「将来必ず値上がりする」などと説明されてもうのみにせず、商品そのものや、価格変動リスクや元本割れの
リスクなどが十分に理解できなければ契約をしないでください。迷ったら消費生活センターへ！ 

消費生活センターからのお知らせ

　食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食べ物のことです。
日本では、年間約 646 万トン（一人当たり 51㎏／年）（平成 27 年度）もの食品ロスが発生していると推計されて
います。食品ロスが増えれば、それだけ厨芥ごみ（生ごみ）の処理量が増え、処理費用も同時に増えることにな
ります。食品ロスには、飲食店やスーパーなどの事業所から出されるものだけでなく一般家庭から出されるも
のも含まれます。平成 29 年度の家庭から出るごみの、ごみ質分析結果では厨芥類（生ごみ）は約 20.8％であり、
市のもやせるごみの量約 19,855 トンの内、約 4,125 トン（一人当たり 55㎏／年）が厨芥ごみ（生ごみ）と推計さ
れます。この食品ロスを減らすことは、この厨芥ごみを減らすことになり、ごみ処理費用の縮減にもつながり
ます。市民だけでなく事業者の方も率先して取り組んでいく必要があると考えています。次回は、
厨芥ごみを減らす「ちょっとした工夫」を考えてみたいと思います。　

　生活環境課環　Ａ１階　　（２３）８７０６

生活環境課からのお知らせ 考えてみよう食品ロス①
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※３月 31 日をもって旧指定ごみ袋の使用期限が満了となりました。旧指定ごみ袋を現行の指定ごみ袋へ交換します。

　詳細は、生活環境課までお問い合わせください。　（交換期限：9 月 30 日）



★…心の健幸相談室は各回の３日前までに予約。 　

○…空きあり　　△…残りわずか　　×…受付終了

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 10 月３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　すくすく教室 10 月５日（金）9:40 ～ 11:40 トコトコ大田原２階

レクリエーションルーム 講話、集団指導 母子健康手帳

６～７か月の
赤ちゃん教室 10 月 11 日（木）9:40 ～ 11:30

（受付 9:20 ～） 大田原保健センター 計測、赤ちゃんの育ち、
離乳食の進め方

母子健康手帳、
バスタオル

おたっしゃクラブ
９月 26 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）８９１７10 月 10 日（水）9:30 ～ 11:30 黒羽保健センター

★心の健幸相談室
９月 14 日（金）

13:30 ～ 16:30 大田原保健センター カウンセリング ー 健康政策課　 １階
（２３）８７０４９月 25 日（火）

10 月 12 日（金）
●こころの病を
　理解するための
　家族教室

９月 21 日（金）13:30 ～ 15:30 県北健康福祉
センター

当事者のお話から学ぶ ※右記に電話
で申し込み 県北健康福祉

センター
（２２）２２５９●精神保健福祉

　クリニック ９月 26 日（水）13:30 ～ 15:00 精神科医との面談 ※要事前予約

保健に関する教室・相談

子育て支援情報
■ファミリーサポートセンター
　（子ども幸福課内）
　（２３）８７３９
　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

前申込が必要。
　（一定要件あり）

集団健康診査　 問申健康政策課　　東１階　　（２３）７６０１

■東日本大震災で避難されている方の集団健診

　市内に避難されている方が現在の健康状態を確認で
きるよう、市内で実施している集団健診を受診するこ
とができます。
 健康政策課へお問い合わせの上、お申し込みください。

日にち 場所 予約
受付

申込
可能人数

９月７日（金） 川上健康増進センター ○ 50 人
９月８日（土） 生涯学習センター × ー
９月９日（日） 宇田川小学校 ○ 100 人

９月 13 日（木） 湯津上農村環境改善センター ○ 100 人
９月 15 日（土） 薄葉小学校 ○ 80 人
９月 29 日（土） 生涯学習センター ○ 180 人
９月 30 日（日） 黒羽保健センター × ー
10 月６日（土） 大田原東地区公民館 ○ 150 人
10 月７日（日） 金田北地区公民館 ○ 120 人

10 月 10 日（水） 親園農村環境改善センター ○ 150 人

子育て支援センター しんとみ ゆづかみ くろばね
場　　所 しんとみ保育園 ゆづかみ保育園 くろばね保育園
電　　話 （２２）５５７７ （９８）３８８１ （５９）１０７７
開設日時 月～金９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
休  館  日 ９/20

つどいの広場 さくやま トコトコ
場　　所 旧さくやま保育園 子ども未来館

開設日時 月・水・金　
９：00 ～ 14：00

月～金　
９：00 ～ 12：00 ／ 12：45 ～ 15：00

休  館  日 ９/14、９/19（午後） ９/13（午後）、９/14、９/19（午後）
子育てサロン かねだ のざき かわにし

場　　所 金田北地区公民館 うすばアットホーム 川西高齢者ほほえみセンター
開設日時 火曜９：00 ～ 12：00 木曜９：00 ～ 12：00 水曜９：00 ～ 12：00
休  館  日 ９/25 ー ー

病児・病後児保育 病後児のみ 病児・病後児
施　　設 保育園ベビーエンゼル 国際医療福祉大学　金丸こども園
利用時間 月～金８：00 ～ 18：00

料金（1 日） 病児　2,000 円／病後児　500 円
予　　約 （２２）８８３４ （４８）６６１０

※病児・病後児保育の利用は、利用登録が必要です。

●受付時間…午前８時～10 時
※予約人数によって変更になることがあります。
●「特定健康診査」または「後期高齢者健診」を受診する方は、

「保険証」と「特定健康診査受診券」を持参してください。
●市の健診は、1 年に 1 回の受診です。市民健康診査およ

び国民健康保険の人間ドック・脳ドックで受診した項目
は、重複して受診することはできません。

●平成 30 年度から健診日ごとの地区割りはなくなり、どこ
でもお申込ができます。

●まだ申込みをしていない方で、受診希望の方は上記まで
お電話ください。

集団検診は 12月 6日までです。



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。

【診療時間】9：00 ～ 17：00　  休日当番医
2018
.10～

とちぎ子ども救急電話相談　・子ども（おおむね 15 歳未満）
【相談時間】月～土：午後6時～翌朝8時
　　　　　　日・祝：午前8時～翌朝8時
　　＃8000　または　　028（600）0099

とちぎ救急医療電話相談　      ・大人（おおむね 15 歳以上）
【相談時間】毎日：午後6時～午後10時　
　　＃7111　または　　028（623）3344

夜 間 診 療 【診療時間】毎日 19：00 ～ 21：30

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
●診療科目…内科・小児科
※那須赤十字病院と併設ですが、別の医療機関
　になります。

急な病気やけがで心配な時に

月 日（曜日） 当番医名 住　所 電　話

９
月

16 日（日） 赤羽胃腸科外科肛門科医院 城山２－５－２９ （２３）１１３１
17 日（月） 阿部内科 佐久山２０１８ （２８）００５３
23 日（日） 磯医院 黒羽向町８ （５４）００２０
24 日（月） あさかクリニック 浅香３－３７１１－１２ （２２）２６０１
30 日（日） 江部医院 黒羽向町６０ （５４）００１３

10
月

7 日（日） だいなリハビリクリニック 紫塚３－２６３３－１０ （２０）３１０２
8 日（月） 鎌田浅香医院 浅香３－３－９ （２２）２７０３

14 日（日） 木戸内科クリニック 美原２－２８３１－１５３ （２０）３２００

各種相談相談 ☆…祝日・年末年始を除く。
相　談 日　時 場　所 問い合わせ

総
合
行
政

相
談

大田原地区 ９月25日（火） 10:00～12:00 市福祉センター
市情報政策課 ２階

（２３）８７００湯津上地区 10月３日（水） 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター
黒羽地区 10月９日（火） ９:30～12:00 黒羽・川西地区公民館

人
権
相
談

大田原地区 ９月10日（月） 9:30～12:00 市福祉センター
市総務課 ２階

（２３）１１１１
湯津上地区 10月３日（水） 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター

黒羽地区 ９月11日（火）
10月９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 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）
９月13日（木）

　13:30～16：30 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

※弁護士の指定、同じ質問での
複数回相談はできません。

10月11日（木）
（予約は第１木曜から前日まで）

市民無料法律相談（要予約） ９月26日（水）   13:30～16:00 市福祉センター
（予約は第３水曜から前日まで）

公正証書（法律）無料相談
（要予約） ９月26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
（要予約）

毎月第２・４水曜 10:00～11:20
13：00～14：20 栃木県庁那須庁舎

那須県民相談室
予約受付電話

０２８（６２３）２１８８
（土・日を除く３日前までに予約）

不動産無料相談会（要予約） ９月21日（金）　 
10月２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）６６７７
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

偶数月の第2水曜日    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

毎月原則第1木曜日
セミナー　10:30～／相談　13：00～ 矢板市勤労青少年ホーム

（前日 17:00 までに予約）

☆子育てに関する相談 月～金　　　　 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

☆生活困窮者の相談支援 月～金　　　　 8：30～17：15 市社会福祉協議会
（浅香3-3578-17）

市社会福祉協議会
（２３）１１３０

☆ＤＶ（家庭内暴力）・離婚に
関する相談窓口（要予約） 月～金　　　　 9：00～16：00 市子ども幸福課 市子ども幸福課 １階

（２３）８９３２
教育支援相談会（要予約）
※小中学校への就学相談です

９月19日（水）
10月２日（火）　 　9:00～12:00 大田原保健センター 市学校教育課　

（９８）７１１３
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生活カレンダー

　市長が皆さんからのご意見、ご要望をお聴きします。
■日時…９月11日（火）　9:30 ～ 10:30

■電話番号…0120-188911
※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

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

那須与一伝承館無料開館日
椎葉村友好親善・映画上映会

イベント

図書館休館日図書休

各種納期日納期日

固定資産・都市計画、国保、後期
、介護　３期

納期日

くらし情報館開館日
休日当番医休医

赤羽胃腸科外科肛門科医院休医

阿部内科休医

磯医院休医

あさかクリニック休医

江部医院休医

各種相談
もしもし市長さんもしもし

相談

行政・人権・心配ごと（湯津上）相談

いのち、行政・人権・心配ごと（大田原）相談

法律（市民）、法律（公正証書）、交通相談

心配ごと（大田原）相談

心配ごと（大田原）、不動産相談

心配ごと（大田原）相談

心配ごと（大田原）相談

心配ごと（黒羽）、ジョブモール相談

人権（黒羽）相談

法律（広域）相談

心配ごと（黒羽）相談

くらし情報館開館日

くらし情報館開館日

くらし情報館開館日

くらし情報館開館日

不動産、教育相談

教育相談

もしもし もしもし市長さん

全国ご当地キャラクタースポーツ大会 &
ご当地上手いものフェスタ in 大田原
映画上映会

イベント

星旅祭イベント

だいなリハビリクリニック休医

鎌田浅香医院休医

木戸内科クリニック休医

行政・人権（黒羽）相談

法律（広域）相談

心配ごと（大田原）相談

くらし情報館開館日

くらし情報館開館日

いのち、メンタル相談

大田原・湯津上図書休

黒羽図書休

大田原・湯津上・黒羽図書休

大田原・湯津上図書休

黒羽図書休

黒羽図書休
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