デモンストレーションスポーツ参加申込が始まります‼
デモンストレーションスポーツは、通称「デモスポ」と呼ばれ、子どもからお年寄りまで幅広く参加でき
るスポーツです。市民の皆さまがいちご一会とちぎ国体に参加できる機会を設け、生涯を通じてスポーツ
活動を行うきっかけとすることを目的として実施されます。
よく知っている身近なスポーツから、あまり知らなかった珍しいスポーツまで様々な競技があり、県内
各地で全 31 競技が行われ、大田原市では、スポーツチャンバラ、ダンススポーツ、リレーマラソンの３競
技を開催します。デモスポで、とちぎ国体に参加し、皆さまでとちぎ国体を盛り上げましょう。ぜひ奮っ
てご参加ください。

スポーツチャンバラ
●会場…栃木県立県北体育館
●開催日…７月24日㊐
●申込期間…５月２日㊊～6月24日㊎
●主催…栃木県スポーツ
チャンバラ協会
参加申込などの詳細はこちら▶

【主催者より】
スポーツチャンバラにご興味
のある方、一度でも体験された方
など、ビギナー部門もありますの
で、ぜひ選手として参加してみて
ください！これから体験希望の方
も、お問い合わせお待ちしていま
す。

手に「エアーソフト剣」という用具を持ち、頭にはアクリル製の軽い「面」をかぶって対戦をする安全
性の高い競技スポーツです。ルールは「どこを打ってもよいが、どこを打たれてもいけない」だけなので、
初めての方でもすぐに試合を楽しむことができます。相手の体を先に打った方が勝者となる打突競技
（個人戦や団体戦）と、型（素振り）の正確度を競う基本動作などの試合があります。

ダンススポーツ
●会場…栃木県立県北体育館
●開催日…８月７日㊐
●申込期間…５月１日㊐～７月10日㊐
●主催…栃木県ダンス
スポーツ連盟
参加申込などの詳細はこちら▶

【主催者より】
小さなお子さまから高齢者の
方まで、多くの方々が楽しむこと
ができるスポーツですが、競技会
は厳正な採点に基づいており年々
進化を遂げております。近い将来、
国体の正式競技として採用される
ことを期待しています。

「ダンススポーツ」は、
「社交ダンス」ともいわれる「ボールルームダンス」をベースとしつつ、スポー
ツ性を追求して独自に発展した競技スポーツとして実施されています。本大会ではフォーメーション
の発表や団体戦、個人戦が行われ、いくつかのグループに分かれて踊り、トーナメント方式で勝敗を
決定し、原則として６組に絞られて決勝戦が行われます。
【主催者より】
当クラブは地域住民主体
の総合型地域スポーツクラブ
です。スポーツを通したコミュ
ニティの場を提供しています。
今回のリレーマラソンで絆を
深め、国体に参加した記念に
なればと考えております。

リレーマラソン

●会場…DI STADIUM

（美原公園陸上競技場）

●開催日…９月11日㊐
●申込期間…７月28日㊍～８月27日㊏
●主催…大田原ジョイフル
スポーツクラブ
参加申込などの詳細はこちら▶

10 人以上で編成されたチームが、リレー形式により 42.195㎞（400mトラック105周と195m）を走り
抜く競技です。参加者の健康維持と体力増進を目的とし、競技を通して絆を深め、達成感を味わうこ
とでコミュニティの大切さを感じることができます。また、チーム同士で順位を競うことで、より充
実感や高揚感も味わえます。
Ａ

問 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会大田原市実行委員会

２階

（４７）６１００
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黒羽庁舎

体

湯津上庁舎

黒

湯

本

本庁舎

県立県北体育館

Ａ別館
本

手続きはお済みですか

政策推進課
６階
（２３）８７９３

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

給付金の対象となる世帯へ書類
（確認書）
をお送りして
います。給付金を受け取るにはお手続きが必要です。
●対象世帯…令和３年 12 月 10 日時点で大田原市に住民
登録があり、かつ、世帯全員の令和３年度分の住民税
均等割が非課税である世帯
●返送期限…確認書に記載のある発行日から３か月以内

なお、令和３年 12 月 10 日（基準日）までの離婚によっ
て、住民税非課税世帯となった場合は、本給付金の対
象となる可能性があります。
対象となる要件や必要な書類などについては、下記
までお問い合わせください。
大田原市コールセンター

市税等納期限一覧
（普通徴収）

税務課

本

令和４年度

２階

（２３）
９３２１

（２３）８６３９

納付月

４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
令和5年 令和5年
納期限
５月２日㊊ ５月31日㊋ ６月30日㊍ ８月１日㊊ ８月31日㊌ ９月30日㊎ 10月31日㊊11月30日㊌ 12月28日㊌ 月 日
（口座振替日）
1 31 ㊋ 2月28日㊋
市県民税
固定資産税
都市計画税
軽自動車税
（種別割）
国民健康
保険税
後期高齢者
医療保険料
介護保険料

１期
１期

２期
２期

３期

４期

３期

４期

１期
１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

※納税通知書・納付書は納付種類ごとに第１期目の納付月の中旬に送付します。
○各納期限までに忘れずに納付しましょう
納期限内に納付がなかった場合、督促手数料・延滞金が加算されますのでご注意ください。
○納付には、便利な口座振替（自動振込）をご利用ください
市内に本・支店がある金融機関、全国のゆうちょ銀行（郵便局）が利用できます。口座振替（自動払込）の新規
申し込みは、開始月の前月の10日までに金融機関での申し込みが必要となります。口座振替（自動振込）を申
し込まれた方は、各納期限前日までに残高の確認をお願いします。

建築住宅課

本

木造住宅・ブロック塀各種補助制度

５階

（２３）１１７８

【耐震診断費等補助金】
▶補強計画策定済みの場合、改修費用の２分の１また
●対象…次の要件を全て満たす住宅
は80万円のいずれか低い額
▶ 昭和56年５月31日以前の旧耐震基準で建築着工され ●建替えの補助額…100万円（基礎額）
た住宅
◇上乗せ補助額
▶木造２階建て以下の住宅
▶県産出材を10㎥以上使用する場合は10万円
▶在来軸組工法による住宅（賃貸は除く）
【ブロック塀などの除却・建替え・改修補助金】
▶初めて補助対象となる住宅
●対象…次の要件を全て満たすブロック塀など
●補助額
▶通学路に指定されている道、国道、県道または用途
地域内の市道に面している塀
▶耐震診断のみ最大２万円
▶建築基準法施行令に掲げる基準を満たしていない塀
▶補強計画策定のみ最大８万円
▶耐震診断と補強計画の策定最大10万円
●補助額
【耐震改修・建替え補助金】
▶除却工事費の３分の２で最大16万円
●対象…診断の結果、改修または建替えが必要な住宅 ▶建替えまたは改修工事費の３分の２で最大20万円
※建替えの場合はその建物（延べ面積70㎡以上）を除却 ※工事業者は市内に事務所か事業所がある法人または
して、同一敷地内に省エネ基準に適合する住宅を建
市内の個人事業者に限定しています。
て替えることが条件
※申請前に対象となる住宅やブロック塀を解体したり
●改修の補助額
工事請負契約を締結して建築工事を行った場合は補
▶補強計画策定を含めて改修を行う場合、改修費用の
助対象になりませんので、ご注意ください。詳細は
５分の４または100万円のいずれか低い額
（ただし、 上記へお問い合わせください。
補強計画策定のみ補助との重複不可）
※各補助金は予算の範囲内での交付となります。
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本

令和３年度

大田原市明るい地域づくり功労賞表彰

本６階

（２３）８７６１

本市では、芸術、科学、文化、スポーツ、産業などの分
野で市民の誇りとなる顕著な功績を挙げ、本市の名声を高
めた個人または団体などに対し、その栄誉を称え表彰を行っ
ています。
今年度は次の 16 名１団体の方々を表彰しました。

氏

名

功

績

✿ 相馬 亨 氏

第49回全国豆類経営改善共励会

✿ 阿久津 政英 氏

第23回米・食味分析鑑定コンクール国際大会

✿ 宮崎 博明 氏

令和３年度全国発明表彰

恩賜発明賞

✿ 荒舘 博 氏

令和３年度全国発明表彰

恩賜発明賞

✿ 鈴木 康晶 氏

第31回技能グランプリ「石工」職種

✿ 高久 いなほ 氏

第59回技能五輪全国大会
「タイル張り」
職種 金賞

✿ 湯本 友子 氏

第53回全日本シニアボウリング選手権大会 女子ハイシニア個人戦および2人チーム戦 優勝

✿ シルバ・イエシュア 氏

第８回全日本ＵＪボクシング王座決定戦

大豆家族経営の部

農林水産省政策統括官賞

総合部門

金賞

金賞

中学男子72キロ級の部

優勝

✿ 黒羽中学校ソフトボール部 第21回全日本中学生女子ソフトボール大会 優勝
✿ 田中 亜子 氏

ＩＢＫＯ第13回全日本空手道選手権大会

✿ 菊地 倫珠 氏

ＮＰＢガールズトーナメント2021

✿ 人見 明咲 氏
✿ 小川 結希乃 氏
✿ 小林 泉珠 氏
✿ 小林 希珠 氏
✿ 刑部 光士郎 氏

個人戦型中学女子の部

全日本女子学童軟式野球大会
団体戦小学生低学年女子

準優勝
優勝

総合優勝

団体戦小学生低学年女子 総合優勝
文部科学大臣杯
団体戦小学生低学年女子 総合優勝
第63回小学生・中学生全国空手道
団体戦小学生高学年女子形の部 準優勝
選手権大会
団体戦小学生低学年男子組手の部および形の部 準優勝

✿ 刑部 慶太郎 氏

団体戦小学生高学年男子組手の部 準優勝

コラム ～ 見つけました ささえ愛～ Vol.９
ミソハギロード（金田地区）

問大田原市社会福祉協議会

Ａ

皆さまは
「ミソハギ」という花を知っていますか。
巻川沿いのミソハギロードでは、地元の自治会がペットボトル回
収で資金調達をしたり、有志でつくる「みそはぎ会」の皆さまがほぼ
一年を通して草取りや剪定などの手入れをしたりして、大切にミソ
ハギを育てています。年２回程度、地元の中学生も清掃や刈り込み
作業に参加します。夏になると約 10 万本の紫色の花が川に沿って
帯状に伸び、道行く人の目を楽しませます。
「ミソハギは長くなりすぎるので、６月の中旬から下旬にかけて
頂上部分を 10 ～ 20 センチ程切り戻しします。こうすると脇芽から
花が増え、倒伏防止にもなります」と、
「みそはぎ会」代表の徳原さん
に秘訣を聞きました。
見ごろは８月中旬～９月中旬ごろ、今から楽しみですね。
※「ミソハギロード」では、季節によって、イワダレソウ（初夏から
秋にかけて開花）や芝桜（５月上旬頃より開花）も見られます。
（２３）１１３０

冬場の管理の様子

満開のミソハギと清掃に参加する中学生
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