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■ひかり幼稚園内に「ひかり子育て支援センター」を新設
●開設時間…午前９時～午後３時（正午～午後１時を除く）　　（２３）５５３３
■くろばね子育て支援センター民営化
　くろばね保育園の民営化に伴い、くろばね子育て支援センターも民営化し、
　「すくすくきっず～くろばね子育て支援センター～」に名称変更します。
※子育て支援センターは、生後４か月～小学校就学前のお子さんと保護者の方が利用できる場所です。
　開設日時、休館日および各センターの連絡先は、生活カレンダーに毎月掲載しています。

2019.4

飼い犬飼い猫の避妊・去勢手術費補助金
　市では平成元年から英国スコットランド・セントアン
ドリュースとの交流をしています。毎年夏に４名の高校
生が来日し、市内の一般家庭でホームステイをしながら
日本の文化や生活習慣を学んでいます。

●対象…市内在住、４月現在高校生のいる家庭。
※受入家庭には、謝礼あり。
●期間…７月下旬～８月上旬までの 12日間（予定）
●ホームステイを受入れた家庭の高校生は、2020 年度
のセントアンドリュース派遣生に優先的に推薦しま
す。（一部自己負担あり）
●申込方法…４月 19日（金）までに『ホストファミリー登
録申請書』に必要事項を記入の上、生涯学習課へ直接
申し込み。応募者多数の場合には、実行委員会により
選考を実施します。
※申請書は市ホームページからもダウンロードできま
す。

　本年度よりオスの犬猫の去勢手術に対しても補助金を
交付します。

●対象…市内在住の犬・猫の飼い主
●要件…▶申請日において本市に住民登録をしている
　　　　▶販売を目的としないで飼養している
　　　　▶世帯において市税等の滞納がない
　　　　▶県内獣医師の手術を受けている
　　　　▶手術日から 30日以内に窓口に申請書　提出
　　　　▶犬の場合、登録および狂犬病予防注射を済ま
　　　　　せている
●交付金額…▶メス犬　5,000 円▶メス猫　4,000 円
　　　　　　▶オス犬　4,000 円▶オス猫　3,000 円
●その他…１世帯当たり当該年度２頭まで予算内での交
付です。申請書は上記窓口に設置してあります。

高校生交流事業ホストファミリー募集
平成31年度 平成 31年度新規事業　

問申生活環境課　本２階　　（２３）８８３２　　生涯学習課　　　　（２３）２１００生 本

　次の農業体験事業を予定してい
ます。今後受付開始日にあわせ、
改めて募集受付のお知らせをしま
す。内容の詳細は後日参加者に連
絡します。

●申込方法…下記に電話または直
接申し込み。応募者多数の場合
は、抽選。
※各作物の生育状況により、日程
などの変更あり。

　　（公財）大田原市農業公社
　（２３）４８３４

子育て支援センターが変わります
新設および一部変更します

農業体験参加者募集
大田原市農業公社

本　保育課　　３階　　（２３）８６０１

日時 内容 参加費用 募集人数など 体験場所 受付期間

5月25日（土）
午前 9時から

お茶摘み・手も
み 500 円 20名 須賀川 5月8日（水）～

15 日（水）
6月15日（土）
午前 9時から

梅の実収穫・梅
漬け 1,000 円 20 名 湯津上、湯津上農村環境改善センター

5月22日（水）～
29 日（水）

7月6日（土）
午前 9時から 田舎饅頭作り 500 円 20名 湯津上農村環境改善センター

6月12日（水）～
19 日（水）

8月3日（土）
午前 9時から

ブルーベリー収
穫・ジャム作り 1,000 円 15 名 佐良土、佐良土多目的交流センター

7月9日（火）～
17 日（水）

9月29日（日）
午前 9時から 三五八床作り 500 円 20名 湯津上農村環境改善センター

9月10日（火）～
18 日（水）

10月19日（土）
午前 9時から

さつま芋掘り・
栗きんとん作り 1,000 円 20 名 片田（ポッポ農園）、湯津上農村環境改善センター

9月25日（水）～
10 月 2日（水）

11月9日（土）
午前 9時から そば打ち 1,000 円 15 名 市総合文化会館 10月16日（水）～

24 日（木）
12月21日（土）
午前 9時から 門松作り 1,500 円 40 本 須賀川出張所 11月27日（水）～

12月4日（水）
1月18日（土）
午前 9時から

はりはり漬け・
おから作り 500 円 20名 湯津上農村環境改善センター

12月18日（水）～
25 日（水）

2月1日（土）
午前 9時から

味噌作り 1,000 円
20 名

黒羽大輪農産加工所 1月7日（火）～
15 日（水）2月1日（土）

午後１時から 20名
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　これから新たに健診を予約する場合や受診日を変更
する場合は、インターネット予約または健康政策課に
お問い合わせください。郵送やＦＡＸでの申し込みも
随時受付けています。
※詳細は、各世帯に郵送した「平成 31 年度市民健康診

査のご案内」をご覧ください。市民健診は、年間 80
回の集団健診のほか、医療機関健診も実施していま
す。集団健診をお申し込みの方には、健診日の１週
間前までに受診案内を郵送します。医療機関健診を
申し込みの方には、健診開始の前月に郵送します。
●健診結果を活用していますか？
　市では、「健診結果説明会」を開催しています。
　結果説明会では、健診結果を基に保健師や管理栄養
士などが、あなたに合わせたより良い生活習慣を一緒
に考えます。日程や会場については、健診会場で配布
するチラシをご覧ください。
　また、事前に健診結果が郵送された方でも、結果書
を持参のうえご参加いただけます。
　結果説明会の約１週間前に結果書が郵送されない場
合には、結果説明会にお越しください。

●医療機関検診（歯周病検診）　日程…4月～ 2020 年 3月

●医療機関健診　日程…7月～ 2020 年 2月

●集団健診
日程…案内冊子や毎月の広報（生活カレンダー）でご確認ください。
※社会保険加入者も、無料でがん検診の受診が可能です。

市民健康診査の申し込みはお済みですか
平成31年度

検査項目 対象者（年齢は 2020 年 3 月 31 日現在）
基本健康診査 30 歳以上の男女
胃がん検診 40 歳以上の男女

胃がんハイリスク検診 20、40、45、50、55、60、65、70、
74 歳 ( 過去に受診済みの方を除く )

肺がん検診 35 歳以上男性、40 歳以上女性
大腸がん検診 40 歳以上の男女

子宮がん検診 20 歳以上の女性※以前の検査結果に
より対象にならない場合があります。

乳がん検診 30 歳以上の女性
前立腺がん検診 50 歳以上の男性
骨粗しょう症検査 30 歳以上の女性

肝炎検査 40 歳以上で今までに肝炎検査を受け
たことがない方

検査項目 対象者（年齢は 2020 年 3 月 31 日現在）
基本健康診査 ・40 歳以上の大田原市国民健康保険加入者

・後期高齢者医療加入者
（自己負担　1,000 円、70 歳以上は無料）

子宮がん検診 20 歳以上の女性
（自己負担　頸がん1,500円、頸・体がん2,200
円、70 歳以上は無料）

乳がん検診 30 歳以上の女性
（自己負担 1,500 円、70 歳以上は無料）

検査項目 対象者（年齢は 2020 年 3 月 31 日現在）
歯周病検診 40、50、60、70 歳

（自己負担 1,000 円、70 歳は無料）

 　健康政策課　　３階　　（２３）７６０１本

　人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受け、日常生活の中で基本的人権が侵されることのないよう活動してい
ます。身近な人権問題についての相談や、子どもに向けた各学校での人権教室、地域の皆さんの人権への関心
を高めるための街頭啓発活動などを行っています。平成 31 年 4 月１日付けをもって、次の方が委嘱されまし
たのでお知らせします。

　小
こばやし

林　正
まさみち

通 氏（新任　鹿畑）

人権擁護委員の紹介
平成31年度

　総務課　　６階　　（２３）８７０２

ささえ愛サロン事業費補助金を交付します
　高齢者などの社会的孤立や心身機能の低下を予防し、地域の支え合い体制の構築を推進するため、地域の高
齢者などが気軽に集える憩いの場（ささえ愛サロン）を運営する団体に対し運営費を補助します。

●対象…ささえ愛サロンを運営する、次の要件を満たす団体
▶おおむね５人以上で構成▶市内で継続的に活動ができる
●対象となるサロン活動…次の要件をすべて満たすもの
▶１回あたり２時間以上で月２回以上開催できるもの▶市内に居住する 65 歳以上の方が５人以上参加▶活動内
容が「特定の参加者」や「特定の活動」でないこと。誰もが来たいときに来られるような雰囲気づくりを心掛ける
こと▶活動場所は、自治公民館、空き家、事業に賛同する個人宅などで、活動のスペースが充分で、継続的に
開催できる場所
●補助金額…上限 25万円…▶運営費補助金（上限 20 万円）サロン活動に必要な光熱費や消耗品などの補助（参
加者数や開催日数などで異なります）▶開設準備補助金（上限５万円）活動場所の軽微な改修や備品購入の補助
●申請期間…４月 19 日（金）まで
※申請多数の場合、補助金額を調整する場合があります。要件や手続きなどは、事前にお問い合わせください。

平成 31年度新規事業　 問申高齢者幸福課　本３階　　（２３）８７４０本

本
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