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　那須地区消防本部予防課　　（28）5103 ／大田原消防署　　（28）5100
　黒羽分署　　（54）1144 ／湯津上分署　　（98）3235

訓大田原地域職業訓練センター 湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 生生涯学習センター 体県立県北体育館

成人式を開催します
平成30年度

第 55回大田原市民芸能大会
歳末助けあい

●日時…平成 31 年１月３日（木）午前 10 時開式（受付時間：午前
９時～９時 50 分）
●場所…那須野が原ハーモニーホール大ホール
●対象…平成 10 年４月２日から平成 11 年４月１日に生まれた方
●式典への参加…▶平成 30 年 11 月１日現在市内に住民登録の

ある方には、11 月中旬に案内状を郵送します。▶市内に住民
登録のない方で参加を
希 望 さ れ る 場 合 に は、
12 月７日（金）までに電
話で申し込みください。

　大田原文化協会のステージ部門による、民
謡・民舞・日本舞踊・新舞踊・詩吟・剣詩舞・
カラオケ・郷土芸能・コーラスなどの発表を行
います。出演料などから必要経費を差し引いた
全額を大田原市社会福祉協議会に寄付します。
また募金箱を設置し、募金額も合わせて大田原
市社会福祉協議会に寄付します。
●日時…12 月２日（日）
　午後０時 30 分～午後５時
●場所…大田原市総合文化会館ホール
●費用…無料

　携帯電話やノートパソコンなどの小型家電は、使用されている部品の中に再資源化されるものが含まれてい
るため小型家電リサイクル法等により適正に処分しなければなりません。市では、再資源化を促進するため家
庭で使用され処分する小型家電を回収します。
●日時…12 月８日（土）午前９時～正午　●回収場所…仮設庁舎Ａ棟前駐車場
●対象…市内在住の方　　　　●持ち物…住所確認のできる書類（運転免許証など）
※回収場所までお持ちください。訪問回収は行いません。小型家電の中には、回収できないものもあります。
●主な回収品目…携帯電話、スマートフォン、ＰＨＳ、パソコン、デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯型ゲー

ム機、リモコン、フラッシュメモリー、携帯型音楽プレーヤー、ポータブルカーナビ、プリンター、ポータ
ブルＤＶＤプレーヤー、電子辞書、電卓、ＡＣアダプター、ラジオ、ステレオセット、電動ミシン、電気ド
リル、電話機、ファックス、炊飯器、電子レンジ、扇風機、電気加湿器、電気こたつ（熱源のみ）、ファンヒー
ター、ヘアドライヤー、電気かみそり、電気マッサージ器、電子時計、電気時計、電子楽器、電気楽器、電
気照明器具（蛍光管、電球は取り除く）、電子血圧計など

※ファンヒーターなどは、灯油を完全に抜いてください。
●回収できないもの…テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、危険物、有害物（乾電池、バッ

テリー、ガスボンベ、粉の残ったトナー、蛍光管）、フロン含有物、オイルヒーター、木製品（こたつの脚、電
子オルガン、スピーカー）、布製品（ホットカーペット、電気毛布）、大型の家電（マッサージチェア、電動ベッ
ド、ランニングマシン）など

問生活環境課　Ａ１階　　（２３）８７０６

『忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認』

■火災予防用防火ポスター（絵画）審査結果
　市防火管理協会では、市内の小学５年～中学２年の４学年から火災予防用防火ポスターを募
集し、審査の結果、次の方が受賞されました。（敬称略）

▶小学校５年生の部…金賞：生田目  和武（佐良土小）／銀賞：長井  一樹（福原小）／銅賞　藤田  麗（須賀川小）
▶小学校６年生の部…金賞　郡司  日菜（福原小）／銀賞　渡邉  楓（市野沢小）／銅賞　山田  弦（大田原小）
▶中学校１年生の部…金賞　齋藤  凌真（金田北中）／銀賞　高橋  風香（若草中）／銅賞　笠原  範之（親園中）
▶中学校２年生の部…金賞　遠藤  奈々美（大田原中）／銀賞　森村  和奏（若草中）／銅賞　鈴木  結太（大田原中）

■防火パレードの実施

齋藤  凌真 さん（金田北中１年）

　問生涯学習課　生
　　（２３）２００５

生 問大田原文化協会ステージ部門長　平山
　（２２）８５８５

秋季全国火災予防運動期間中に各幼年消防クラブ（幼稚園児）による市内防火パレードが実施されます。
▶ひかり幼稚園・女性防火クラブ員
　日時：11 月 9 日（金）午前 10 時 30 分～ 11 時 50 分
　出発場所：大田山光真寺
※雨天時は 12 日（月）

▶黒羽幼稚園・女性防火クラブ員
　日時：11 月 13 日（火）午前 10 時 30 分～ 11 時 50 分
　出発場所：旧黒羽・川西地区公民館
※雨天時は 14 日（水）

秋季全国火災予防運動　11月 9日（金）〜 15日（木）

小型家電回収イベントを実施します
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文大田原市総合文化会館 議議会棟南南別館東東別館Ａ仮設庁舎Ａ棟 Ｂ仮設庁舎Ｂ棟

第31回大田原マラソン

体験型婚活パーティ女性参加者募集

　全国から約 4,200 名のランナーが参加し、晩秋の那須野路を走ります。今年の大会では、マラソンの部に 20 名、
10km の部には東洋大学から 5 名の選手を招待し、大会を盛り上げていただきますので、ぜひ沿道から大田原市民
の温かいご声援をお願いします。
　当日はコース周辺で交通規制が行われます。ごみ収集の時間が遅れることもございますが、ご理解、ご協力をお
願いします。（詳細は大会公式ホームページまたは広報おおたわら 11 月号折り込みチラシをご覧ください。）

●コース…日本陸連公認「大田原市マラソンコースおよび 10km 競走路」大田原市美原公園陸上競技場発・着
●スタート時間…▶マラソンの部 10：00 スタート　▶ 10km の部 10：40 スタート
■招待選手 ( 氏名左の数字はナンバーカード )
○マラソン男子（13名）…１出口  和也（旭化成東京）／２岡山  春紀（コモディイイダ陸上競技部）／３中嶋  和希（旭化成）

／４松本  伸之（愛三工業陸上競技部）／５村上  康則（株式会社ＲＥＳＴＡＲＴ）／６渡邉  哲也（コモディイイダ陸上競技
部）／７伊藤  達志（那須野農業協同組合）／８松谷  公靖（新電元工業株式会社）／９今井  隆生（坂戸市陸協）

　10 土屋  天地（新電元工業株式会社）／ 11 東  瑞基（コモディイイダ陸上競技部）／ 12 松本  流星（新電元工業株式会社）
／ 13 稲田  翔威（コトブキヤ陸上部）
○マラソン女子（７名）…51 吉冨  博子（メモリード）／ 52 菅生  晶子（ラフィネグループ陸上部）／ 53 永田　幸栄
（ラフィネグループ陸上部）／ 54 高野  美幸（ラフィネグループ陸上部）／ 55 久保倉  実里（コモディイイダ陸
上競技部）／ 56 小山  愛実（コモディイイダ陸上競技部）／ 57 横田  知佳（ニトリ）
○ 10kmの部男子（5名）…31 田中  建（東洋大学）／ 32 腰塚  遥人（東洋大学）／ 33 三宅  優太（東洋大学）／ 34

山本  瑛平（東洋大学）／ 35 松島  彰吾（東洋大学）

【第２回：那須のリゾートを満喫！】
　パティシエによるオリジナルスイーツ作り教室。
ホテル最上階のレストランでちょっと優雅な貸切
パーティ。
●日時…12 月８日（土）　午前 10 時～午後３時
●場所…ホテルエピナール那須

【第１回：ナイトアクアリウムで非日常体験】
　イルミネーションが幻想的な夜の水族館を散策。
館内のアマゾンカフェでリラックスムードの貸切
パーティ。
●日時…11 月 24 日（土）　午後４時～８時 30 分
●場所…なかがわ水遊園

11 月 23日（金・勤労感謝の日）開催　雨天決行

八溝山周辺地域定住自立圏連携事業

問スポーツ振興課　体　　（２２）８０１７

制限時間４Ｈ、自己への挑戦状！

『与一の郷ごころ便』申込受付
平成30年度第２回

　（公財）大田原市農業公社では、平成 30 年度第２回『与一の郷ごころ便』の申し込みを受け付けます。
市内で生産される新鮮な農産物を、故郷の香りとともに、懐かしい方やお世話になった方に贈ってみませんか。
●受付開始…11 月 12 日（月）　　　　●募集個数…４００個（先着順）
●予定農産物…米、三五八床、、白美人ねぎ、山芋、味噌、山うど、春菊、にら、豆餅、ゆず、さつまいも、ぎ

んなん、人参、ぴりっとちゃん、紅茶など 15 品目　※農産物が変わる場合もあります。
●費用…１個５０００円（消費税・送料込）　　　●発送予定日…12 月 14 日（金 )
●申込方法…市農業公社、各市施設、市内のＪＡ各支店の窓口などに備えてある申込書に必要事項を記入の上、

ＦＡＸまたは郵送または直接申し込み。
●支払方法…代金を上記に直接または申込書記載の指定口座へ期日までに振り込み。

　申問（公財）大田原市農業公社
　〒３２４- ００４１　大田原市本町１- ３- ３
　　（２３）４８３４／　（２３）４８５７

体

【共通】
●対象…20 歳～ 45 歳の独身の方
●申込方法…下記へ電話またはＦＡＸで申し込み。
●費用…▼女性：1,000 円　●定員…男女各 15 名
※詳細は　 http://www.ohtawaragt.co.jp をご覧ください。
問申（株）大田原ツーリズム　　　（４７）６７５９　　（４７）６７６０
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