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体県立県北体育館黒黒羽庁舎

湯湯津上庁舎本本庁舎
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。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。
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。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。

農家民泊はじめませんか？　～全国に誇れるまち・大田原へ～
大田原市グリーン・ツーリズム事業

　農業が盛んな大田原市は、都心部の方が農山村で体験を通しながら大田原地域の方と交流し過ごす「グリーン・
ツーリズム事業」を地域活性化の施策として推進しており、毎年多くの教育旅行の受け入れを行っています。
　この度大田原グリーン・ツーリズム推進協議会では、受入先となる農家さん（農泊仲間）を募集します。一緒
に「ただいま」と言いたいふるさとを作ってみませんか？ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

＊農家民泊体験例＊＊農家民泊体験例＊
1 日目 ２日目 ３日目

13:00 13:30 午後 終日 朝 9:00 9:30
・入村式
・ご挨拶セレモニー

・各家庭に移動 ・体験活動～夕
食～入浴～宿
泊

・朝食～体験活動
・昼食～体験活動
・夕食～入浴～宿泊

・朝食後、各家
庭から移動

・退村式
・お別れセレモニー

・大田原出発

農家民泊説明会を開催します農家民泊説明会を開催します
　詳細については、説明会を開催します。ご興味があ　詳細については、説明会を開催します。ご興味があ
る方はご参加ください。る方はご参加ください。
●日時…●日時…12 月 21 日㊌　午後２時～３時12 月 21 日㊌　午後２時～３時
●場所…●場所…大田原市総合文化会館　第２会議室大田原市総合文化会館　第２会議室
●申込方法…●申込方法…下記へ必要事項（代表者名、出席人数、下記へ必要事項（代表者名、出席人数、

住所、連絡先）を電話で申し込み住所、連絡先）を電話で申し込み
　　商工観光課　本４階　　商工観光課　本４階
　０２８７（２３）３１４５　０２８７（２３）３１４５

　普段農業にふれることのない都会の人たちに、
農業体験を通じて農村地域の良さや、食への理
解を深めてもらうことができます。

農業・農村の良さを知ってもらえます！農業・農村の良さを知ってもらえます！

　農家民泊のための改修工事は必要ありません。
空き部屋の有効な利活用にもなります。

空き部屋が活用できます！空き部屋が活用できます！

　農家民泊を行うには、旅館業営業許可が必要
となりますが、手続き方法などを丁寧にご説明
します。市も申請手続きを全面的にお手伝いし
ます。

はじめる手続きをお手伝いします！はじめる手続きをお手伝いします！

　普段出会うことのできない方との出会いがあ
ります。第二のふるさとのように思ってくださ
り、何度も訪れる例もあります。

宿泊者との出会いや交流が楽しめます！宿泊者との出会いや交流が楽しめます！

　特別なおもてなしは必要ありません。宿泊客
と一緒に普段の生活をしていただきます。

できる範囲で無理なくできます！できる範囲で無理なくできます！

【２泊３日で５人が宿泊した場合】
農家民泊代金 4,400 円×２回
半日体験代金 1,000 円×４回　　　５人分
昼食体験代金　800 円×２回　　　計 72,000 円

副収入が得られます！（お支払い一例）副収入が得られます！（お支払い一例）

農家民泊についての問い合わせ
問大田原グリーン・ツーリズム推進協議会（商工

観光課内）
〒３２４－００４１

大田原市本町１‐３‐３（株式会社大田原ツー
リズム）

　０２８７（４７）６７５９
　０２８７（４７）６７６０
　 info@ohtawaragt.co.jp

本

退村式の様子退村式の様子

農業体験の様子農業体験の様子
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　本市では次の方々が受章されました。ご受章おめでとうございます。

秋の叙勲・危険業務従事者叙勲 問 情報政策課　本６階　　０２８７（２３）８７００本

✿旭日双光章
（地方自治功労）

印南　久雄　氏
元大田原市議会議長

✿瑞宝単光章
（矯正業務功労）

✿瑞宝単光章
（矯正業務功労）

✿瑞宝単光章
（警察功労）

坂主　亨　氏
元法務事務官

永森　和夫　氏
元法務事務官

佐藤　榮次　氏
元栃木県警部

令和４年 秋の叙勲令和４年 秋の叙勲 第39回危険業務従事者叙勲第39回危険業務従事者叙勲

　11 月１日、本庁舎１階市民協働ホールにおいて、令和４年度大田原市自治功労者表彰式を行い、各分野で功労のあっ
た 52 名、２団体を表彰しました。受彰された方々は次のとおりです。ご受彰おめでとうございます。

問 情報政策課　本６階　　０２８７（２３）８７６１本大田原市自治功労者表彰
令和４年度

市の教育、産業、衛生、土木、防災、納税、慈善事業その他社会公共のために尽くした功労が顕著な方
✿市　　政：大森 清五 氏、渡邊 誠市 氏、高信 榮治 氏
✿交通安全：榎本 清 氏
✿消　　防：渡邊 浩志 氏、古森 孝幸 氏、平山 薫 氏、長 朋幸 氏、鈴木 彰 氏、菅谷 知仁 氏
　　　　　　福田 一人 氏、鈴木 将典 氏、相馬 貴幸 氏、荒川 泰範 氏、阿久津 政人 氏、大竹 正芳 氏
　　　　　　津久井 健寛 氏、関谷 秀典 氏、菊地 貴紀 氏、髙野 康之 氏、勝城 真德 氏
✿保健福祉：安藤 美代子 氏
✿産　　業：青木 正義 氏
✿土　　木：蛭田 勇 氏
✿学校教育：平田 由美子 氏、加藤 勝二 氏、堀内 直美 氏、矢板 克則 氏、鈴木 敬三 氏、佐野 英男 氏
　　　　　　小室 和徳 氏
✿社会教育：アーバン 美貴子 氏、藤掛 清子 氏、千本 博美 氏、竹内 祐子 氏、蜂巣 耕平 氏、田口 博満 氏
　　　　　　人見 幸子 氏、後藤 康子 氏、藤田 明湖 氏、平山 久子 氏、永山 健一 氏、藤田 ヤス 氏
　　　　　　佐藤 田鶴子 氏、佐藤 有子 氏、菊池 貴章 氏、長谷川 孝子 氏、大川 幸子 氏

✿市　　長：津久井 富雄 氏
✿副        市       長：永山 林 氏
✿教        育       長：植竹 福二 氏

市に対し、金額または価格100万円以上の寄附をした方（ただし、大田原市ふるさと納税寄附金要綱に基づく寄附
および受益者の当該受益に関する寄附を除く）

アイエスシー株式会社、西山 庄次 氏、信金中央金庫

満４年以上市長、副市長または教育長の職にあり退職（継続して就任する場合を除く）した方
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芭蕉の里くろばねマラソン大会開催に伴う通行禁止区間
第 50 回

至那須塩原市

至那珂川町

至木佐美至川田

至須佐木

JAスタンド

10ｋｍ
第１折り返し点

５ｋｍ
第１折り返し点

５ｋｍ・10ｋｍ
第２折り返し点
（久野又運動公園入口200ｍ手前）

ピアートホール
五峰の湯

山百合荘

黒羽橋

至前田

黒羽体育館

両郷コミュニティセンター

黒羽運動公園

■通行止め区間とコース案内図

くろばね保育園

駒込の池
黒羽中学校
屋内温水プール

国
道
２
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４
号

《
那
珂
川
》

く
ら
し
の
館

ピアートホール前
運動公園入口

久野又
運動公園入口

堀之内十字路

両郷十字路

スタート

ゴール

全面通行止め区間
９：20～11：00

　　　　　（競技終了次第解除）

堀之内十字路

両郷十字路
〜

全面通行止め区間
９：00～11:30

　　　　　（競技終了次第解除）

ピアートホール前
運動公園入口

久野又運動公園入口
〜

　会計年度任用職員とは、一会計年度（４月１日～３月31日）を超えない範囲内で任用される非常勤の公務員で
す。市では令和５年度の会計年度任用職員を募集します。

●応募方法…任用を希望される方は、会計年度任用
職員の登録が必要です。総務課において会計年度
任用職員の登録と配属希望の取りまとめを行い、希
望先の課などにおいて選考（書類審査・面接）を実施
します。

※詳細はホームページまたは総務課窓口でご確認くだ
さい。

※今回の募集にかかわらず、会計年度任用職員の登録
は随時受け付けています。

●受付期限…12月28日㊌　
●提出書類…会計年度任用職員登録票
※ホームページまたは総務課窓口で配布します。
●提出場所…総務課
※ホームページからオンライン申請、または郵送によ

り提出してください。郵送による場合は、封筒の表
に「会計年度任用職員応募」と朱書きしてく
ださい。受付期間内の消印有効です。

会計年度任用職員の募集
令和５年度 総務課　本６階　 ０２８７（２３）８７０２

〒３２４－８６４１ 大田原市本町１－４－１

　年末恒例の芭蕉の里くろばねマラソ
ン大会が開催されます。当日は上図の
とおり交通規制を実施しますのでご協
力をお願いします。
●日時…12 月 18 日㊐
▶開会式：午前９時　
▶スタート：午前９時 30 分～ 11 時
● 場 所 … 黒 羽 運 動 公 園 特 設 マ ラ ソ ン

コース
●通行止区間
▶市道黒羽中学校線（ピアートホール前

Ｙ字路～久野又入口Ｔ字路）全線通行
止め

▶主要地方道那須黒羽茂木線（両郷十字
路～堀之内十字路）全線通行止め

　主要地方道那須黒羽茂木線を 10㎞・
５㎞マラソンコースとして使用

●通行止時間…午前９時 00 分～ 11 時
30 分（競技終了次第解除）

問芭蕉の里くろばねマラソン大会実行
委員会（スポーツ振興課）　体

　０２８７（２２）８０１７

※五峰の湯を利用する方
は、ピアートホール前
Ｙ字路から進入するこ
とができます。久野又
入口Ｔ字路からは進入
できません。なお、黒
羽中学校屋内温水プー
ルは、午後２時からの
営業となります。

体
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