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８月　生活カレンダー
くらし情報館開館日健：各種健康相談相：各種相談 納：各種納期日 図：図書館休館日医：休日当番医

与一太鼓定期演奏会
   （11：00 ～）
那須与一伝承館
（20）0220

医 鎌田浅香医院
（22）2703

医 車田医院
（54）0062

医 高橋外科医院
（22）2624

医 藤田医院
（29）0010

医 なすのがはらクリニック
（28）1151

医 西田整形外科医院
（20）3100

医 小林内科外科医院
（23）8870

医 橋本内科クリニック
（22）2220

医 くろばね齋藤醫院
（54）0031

相 法律（市民）

相法律（広域）

相いのちの電話

健 おたっしゃクラブ

図大田原・湯津上
黒羽

図黒羽

新型コロナウイルス感染症の影響により新型コロナウイルス感染症の影響により
掲載事業が中止・延期となる場合があります掲載事業が中止・延期となる場合があります
中止・延期の際は、市ホームページ・よいちメー中止・延期の際は、市ホームページ・よいちメー
ルなどでお知らせしますルなどでお知らせします

月１回市長が皆さまからのご意見、ご要望をお聴きします。
■日時…８月12日㊎
　　　　午前９時30分～10時30分
■電話番号…0120-188911（固定電話専用）

もしもしもしもし
市長さん市長さん

※指定日時以外や携帯電話からのお電話
は、随時下記でお受けします。
 情報政策課　本６階　 （２３）８７００

相心配ごと（黒羽）

相不動産

図大田原・湯津上

図大田原・湯津上

相相続登記・遺言

相相続登記・遺言

くらし情報館

くらし情報館

くらし情報館

くらし情報館

くらし情報館

相心配ごと（大田原）

相心配ごと（大田原）

相心配ごと（大田原）

相心配ごと（大田原）

健心の健康相談室

健こころの病を理
解するための家
族教室

健薬物問題をお持
ちの方の家族の
集い

健心の健康相談室

図黒羽

相教育支援相談

相教育支援相談
相公正証書

相心配ごと（大田原）

健もの忘れ相談

健もの忘れ相談

図大田原・湯津上

健６～７か月の
赤ちゃん教室

健６～７か月の
赤ちゃん教室

くらし情報館

健乳幼児健康相談

健乳幼児健康相談

相心配ごと（湯津上）

相心配ごと（湯津上）

くらし情報館

くらし情報館

相心配ごと（大田原）

相行政（黒羽）

相行政・人権（湯津上）

相行政（湯津上）

相行政・人権（大田原）

相教育支援相談 健精神保健福祉
クリニック

健精神保健福祉
クリニック

もしもし市長さん

納固定資産税・都
市計画税（２期）

納国民健康保険税
（１期）

納国民健康保険税
（２期）

納後期高齢者医療
保険料（１期）

納後期高齢者医療
保険料（２期）

納介護保険料（１期）

納介護保険料（２期）

納市県民税（２期）



　テレビを媒体とした自宅で手軽に注文できるテレビショッピングは、自分から商品を申し込むため通信販売とな
りクーリング・オフ制度がありません。返品については事業者の定めたルールに従うことになります。返品の可否や
条件など重要な事項が短時間しか表示しないため注意が必要です。電話で注文する際には、購入日時、業者の名前と
連絡先、商品名、購入金額、引渡しの時期をメモに残しておきましょう。また、オペレーターに返品条件など不明な点
をしっかり確認しましょう。

開館時間：10：00 ～ 15：00（開館日はカレンダーでご確認ください。）
くらし情報館くらし情報館 くらし情報館（大田原市くらしの会／中央１-２- 14）　　（２２）３９０３

ゆずりたい ゆずってほしい
●お子さん向け…歩行器・ベビー用いす・子供用スキー上下
（140㎝）・学習机・ベビーベッド
●家具・インテリア・家電製品・楽器など…額縁（大・中・小・

17枚）・座卓（120cm× 88cm）・座卓（150cm× 90cm）・システ
ムベッド（タンスと机付き）・タンス（和・洋）・シングルベット

（大人）・電動車いす・ポータブルミシン・トイレの手すり（未
使用）・照明器具
●制服・体操着など…大田原小学校《体育着（120 ～ 130㎝）》・

野崎中学校≪女子柔道着・女子テニス部トレーナー≫
●その他…塗鉢（数個）・本棚（20 × 60 × 112）・本棚（98 ×

18 × 27）・本棚（飾り棚付き）・キジ剥製飾りケース・スキー
ウェア上下（男・女）・スキー用品一式（男）・鎧・兜（ケース
入り）・剣道着（上着３号・４号各 1 着・袴 2 着）・防災頭巾・
うす（４升つき）＆杵２本セット・兜＆弓矢＆五月人形（各
ケース入り）セット・柔道着（３号）

●お子さん向け…オルガン・男子用自転車（22インチ）
●家具・インテリア・家電製品・楽器など…電動ミシン（ポー

タブル）・ステレオ・ソファーベッド・自転車（ママチャリ）・
大人用自転車・電気掃除機・キーボード・家具調こたつ

（120cm × 90cm）・シングルベッド・電気自転車
●制服・体操着など…若草中学校≪女子制服（M・160㎝）≫
●その他…マウンテンバイク・かなめ焼き・農業用パイプハ

ウス・ベンチコート（160㎝）・墨すり機・車イス・スキー
板 & ブーツ（25cm）・雛人形・若草中学校バレー部≪ウィ
ンドブレーカー・シューズ≫

（登録状況：７月１日現在）

■テレビショッピングは返品条件など
をよく確認！

　大田原市消費生活センター（住吉町１-９- 37）　　
　（２３）６２３６
　受付時間…平日 9：00 ～ 12：00､13：00 ～16：00

消費生活センターからのお知らせ消費生活センターからのお知らせ

消費者ホットライン　 １８８

各種二次元コード各種二次元コード
土日祝日・夜間の土日祝日・夜間の
水道管漏水の連絡先水道管漏水の連絡先

大田原市の人口大田原市の人口

市Twitter市ホームページ

よいちメール インフラ不良箇所
通報メール

市Youtube

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、「インフラ不
良箇所通報メール」から
お知らせください。

【人口・世帯数（前月比）】
■人口 71,306人（-17）
　　男 35,006人（  -1）
　　女 36,300人（-16）

■世帯数 30,363 世帯（+35）
「毎月人口調査」を基に

掲載しています。

R4.6.1 現在
　 大田原管工事工業協同組合

　 ０９０（７２３４）４４６２
※連絡先が全地区統一となりました。

※本管漏水工事のための待機業者で
あるため、宅地内漏水は対応でき
ない場合があります。

市Facebook

 

　ごみの分別について、間違いの多い種類と、その正しい出し方を紹介します。
詳細は『おおたわらクリー
ンナビ』をご覧ください▶

種類 間違いの例 正しい出し方

スプレー缶、ガス缶 かん類に混入 中身を使い切り、もやせないごみで出してください（穴をあける必要は
ありません）。

乾電池 もやせないごみ、かん類
に混入

指定袋に入れずに、透明なビニール袋に乾電池のみを入れ、もやせない
ごみの収集日に出してください。

雑誌類（雑紙） ビ ニ ー ル や 留 め 具 な ど、
紙以外が付いている

金属類（クリップなど）やビニールなど、紙以外のものは取り除いてく
ださい。なお、例外として、ホチキスの針は外す必要がありません。

缶（飲料、缶詰など）
汚れている、つぶれてい
る、かん類以外のごみに
混入

中を水ですすぎ、つぶさずにかん類で出してください。また、金属製の
キャップで、内側に樹脂が付いている物は、かん類ではなくもやせない
ごみで出してください。

ウォーターサーバー
用水容器 ペットボトルに混入 ペットボトルではなく、もやせるごみに出してください（PET の表記が

あっても、もやせるごみです）。

生活環境課　本２階　 （２３）８７０６間違えやすいごみの出し方間違えやすいごみの出し方



※子育て支援センター・つどいの広場・子育てサロンは、事前予約制、人数制限を行っています。
休館日が変更になることもありますので、最新情報はホームページなどを確認するか直接お問
い合わせください。

子育て支援情報子育て支援情報

■ファミリーサポートセンター
　（保育課内）
　　（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か月～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）

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 ㊊・㊌・㊎・第４㊏
９：00 ～ 11：30 ／ 12：00 ～ 13：30

㊊～㊎　
９：00 ～ 11：15 ／ 12：30 ～ 14:30

休館日 8/19㊎PM 8/1㊊、8/4㊍、8/19㊎PM

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 ㊋９：00 ～ 11:30 ㊍９：00 ～ 11:30 ㊌９：00 ～ 11:30
休館日 8/16㊋ 8/4㊍、8/18㊍、8/25㊍ －

病児・病後児保育 病後児のみ　※要登録 病児・病後児　※要登録
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 ㊊～㊎８：00 ～ 18：00
料金（１日） 病児　２, ０００円／病後児　５００円

予約電話 　　 （２２）８８３４ 　　 （４８）６６１０

子育て支援センター しんとみ ゆづかみ すくすくきっず（くろばね） ひかり
場所 しんとみ保育園 ゆづかみ保育園 くろばね保育園 ひかり幼稚園
電話 　 （２２）５５７７ 　 （９８）３８８１ （５９）１０７７ 　 （２３）５５３３

開設日時
㊊～㊎

９：00 ～ 11:30
13:00 ～ 15：30

㊊～㊎
９：00 ～ 11:30
13:00 ～ 15：30

㊊～㊎
10：00 ～ 12:00
13:30 ～ 16:00

㊊～㊎
9:30 ～ 11:30

13:00 ～ 14：30

休館日 8/24㊌ 8/24㊌ 8/15㊊、8/24㊌ 8/15㊊、8/16㊋、8/24㊌

保健に関する教室・相談保健に関する教室・相談

集
団
健
康
診
査  

予
約
状
況（
７
月
12
日
現
在
）

●受付時間 …午前中
※３密を避けるため受付時間は割振りさせていただきます。
●「特定健診」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、年度内に重複して受診することはでき
ません。

●申し込みはインターネット・電話・ＦＡＸ・郵便などで
随時受け付けています。

●70歳未満の方のがん検診などについては、費用の一部自
己負担があります。

　　健康政策課　　３階　　（２３）７６０１本

✿女性のみが予約できる日

日にち 場所 予約者数（人）
８月28日㊐ 　金田北地区公民館　 124
９月２日㊎ 　大田原東地区公民館 114
９月３日㊏ 　須賀川小学校 44
９月８日㊍ 　生涯学習センター 233
９月11日㊐ 　生涯学習センター 167
９月21日㊌ ✿大田原東地区公民館　 134

日にち 場所 予約者数（人）
８月１日㊊ 　大田原東地区公民館 179
８月５日㊎ 　黒羽保健センター 82
８月９日㊋ ✿大田原東地区公民館 120
８月19日㊎ 　生涯学習センター 88
８月22日㊊ 　大田原東地区公民館 53
８月27日㊏ 　黒羽庁舎 49

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 ８月３日㊌
９月７日㊌ 9:30～11:15 大田原市

福祉センター
計測や

育児相談など 母子健康手帳
子ども幸福課 本３階

（２３）８６３４６～７か月の
赤ちゃん教室

８月４日㊍
９月２日㊎

9:40～11:30
（受付9:20～） トコトコ大田原 計測、赤ちゃんの

育ち、離乳食の進め方 ※要予約

おたっしゃクラブ ８月24日㊌ 9:30～11:30 本庁舎１階
市民協働ホール

高齢者向けの
運動や講話 ※要予約 高齢者幸福課 本３階

（２３）８９１７

（２３）８７５７もの忘れ相談 ８月４日㊍
９月１日㊍ 10:00～12:00 本庁舎３階相談室５ もの忘れなどの相談 ※要予約

心の健康相談室 ８月９日㊋
８月23日㊋ 13：30～16:30 本庁舎３階

303会議室 カウンセリング ３日前まで
に要予約

健康政策課 本３階
（２３）８７０４

こころの病を理解
するための家族教室 ８月５日㊎

13:30～15:30

トコトコ大田原 講話

※要予約

栃木県県北健康
福祉センター

（２２）２２５９精神保健福祉
クリニック

８月25日㊍
９月７日㊌　 栃木県県北健康

福祉センター

精神科医への
個別相談

薬物問題をお持ち
の方の家族の集い ９月８日㊍ テキストワーク

座談会 （２２）２３６４



相談 日時 場所 問い合わせ

総
合
行
政

相
談

大田原地区 ８月22日㊊ 10:00～12:00 市総合文化会館

市情報政策課 本６階
（２３）８７００湯津上地区 ８月３日㊌

９月７日㊌   13:00～16:00 佐良土多目的交流センター

黒羽地区 ８月９日㊋   9:30～12:00 黒羽・川西地区公民館

人
権

相
談

大田原地区 ８月22日㊊   9:30～12:00 市総合文化会館 市政策推進課 本６階
（２３）８７１５湯津上地区 ８月３日㊌ 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター

心
配
ご
と

相
談

★大田原地区 毎週㊎　　   9:00～12:00 市役所Ａ別館 市社会福祉協議会 （２３）１１３０

★湯津上地区 毎月第１㊌   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３㊍   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） ８月12日㊎   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 本６階
（２３）１１１１

※申込多数につき、お一人様年度内
１回限りとなります。

（予約受付：８月５日㊎～10日㊌）

市民無料法律相談（要予約） ８月25日㊍   13:30～16:00
（予約受付：８月18日㊍～24日㊌）

公正証書無料相談（要予約） ８月31日㊌   10:00～12:00
  13:00～16:00 大田原公証役場 大田原公証役場

（２３）０６６６

不動産無料相談会（要予約） ８月23日㊋　   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

栃木県司法書士会
相続登記相談センター
（相続・遺言に関する相談、
１回30分程度）（要予約）

電話 第２・４㊏　  10:00～15:00
（予約受付：平日9：00～17：00） ― 相続登記相談センター（栃木県司法書士会）

０２８（６１４）１１２２

面談 予約時に各司法書士と調整
※要無料クーポン

無料クーポン、相続登記相談センター登録司法書士につい
ては、右の二次元コードからホームページをご覧ください。

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（24時間）
毎日午後4時～9時（５時間） ― フリーダイヤル

０１２０（７８３）５５６

★がん相談支援 　㊊～㊎    9：30～12：30
13：30～16：30 那須赤十字病院

相談室１
那須赤十字病院がん相談支援センター

０８０（７５７６）２６５５
   第１・３㊏   9：30～11：30

★子育てに関する相談 　㊊～㊎　　           8:30～16:00 子育て相談室 市子ども幸福課 本３階
（２４）０１１２

★生活困窮者の相談支援 　㊊～㊎　　           8：30～17：15 市役所Ａ別館 市社会福祉協議会
（２３）１１３０

★ＤＶ（配偶者等暴力）・離婚
に関する相談窓口（要予約） 　㊊～㊎　　           9：00～16：00 市子ども幸福課 市子ども幸福課 本３階

（２３）８７９２

教育支援相談会（要予約）
※小中学校への就学相談です

８月22日㊊
８月31日㊌
９月９日㊎

13：00～17：00 
  9：00～12：00
  9：00～12：00

市役所本庁舎４階 市学校教育課 本４階　
（２３）３１２５

★不登校・いじめなどに関
する相談窓口（電話相談可） 　㊊～㊎　　           8：30～17：15 市教育支援センター 市教育支援センター（大志館すばる内）

（２２）５８８４

相談会場にご来場の際は、マスク着用にご協力ください。 ★…祝日・年末年始を除く。各種相談各種相談

とちぎ子ども救急電話相談・子ども（おおむね15 歳未満）
【時間】㊊～㊏18：00～翌朝８：00　㊐・㊗８：00～翌朝８：00　　
　   ＃8000　または　　028（600）0099

夜 間 診 療【診療時間】毎日 19：00 ～ 21：30

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】㊊～㊎18：00～22：00　㊏・㊐・㊗16：00～22：00
　　＃7111　または　　028（623）3344

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

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休日当番医休日当番医

月 日 当番医名 住所 電話

８
月

７日㊐ なすのがはら
クリニック 滝沢 304-1 　（28）1151

11日㊍ 西田整形外科医院 元町 1-9-18 （20）3100

14日㊐ 車田医院 大豆田 457-24 　（54）0062

15日㊊ 小林内科外科医院 富士見 1-1606-
265 （23）8870

月 日 当番医名 住所 電話

８
月

16日㊋ 鎌田浅香医院 浅香 3-3-9 　（22）2703

21日㊐ 高橋外科医院 住吉町1-11-20 　（22）2624

28日㊐ 橋本内科クリニック 元町 1-2-14 　（22）2220
９
月 ４日㊐ 藤田医院 野崎 2-7-14 （29）0010
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