令和元年１２月１日 Ｎｏ．３４１

広 報

お 知 ら せ 版

■編集・発行 那須烏山市中央１－１－１（烏山庁舎） 那須烏山市総合政策課 ☎０２８７－８３－１１１２
■ホームページアドレス http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/

■まちづくり
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■文化・観光
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「ナスカラミライカイギ」を開催します！

■■■■■■■■■■

映画「二宮金次郎」上映会を開催します！

那須烏山市（ナスカラ）の魅力って何だろう？コーヒーを飲みなが
ら気軽に話しましょう！
◇日時 １２月１８日（水）午後６時３０分～８時
◇場所 地域おこし協力隊活動拠点「８７０（はなれ）
」
（金井２－１４－２）
◇内容 那須烏山市シティプロモーション推進方針の策定にあたり、
本市の魅力や発信方法を把握するため、市民の皆さんと意見
交換をします。
◇テーマ ・那須烏山市（ナスカラ）の魅力って何だろう？
・魅力を知ってもらうには？
◇対象 １８歳以上４０歳以下の市民
◇定員 １５名
◇費用 無料
◇申込 １２月１６日（月）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１

台風１９号の影響により延期していた映画「二宮金次郎」の上映会
を開催しますので、ぜひ、お越しください。
◇日時 １２月１４日（土）
第１回上映：午後１時３０分（午後０時３０分開場）
第２回上映：午後４時３０分（午後４時開場）
◇場所 烏山公民館２階研修室
◇定員 各回２４０名（事前申し込み不要）
◇費用 無料
※当日の正午～午後４時に会場で整理券を配布します。
※映画の上映時間はおおむね２時間程度です。
■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３

烏山城跡見学会参加者募集
～もっと奥まで行ってみよう！！～
◇日時 １２月１４日（土）午前９時３０分～１１時３０分
受付：午前９時～
◇集合場所 寿亀山神社鳥居前
※駐車場は、市役所烏山庁舎職員駐車場をご利用ください。
◇内容 現在発掘調査を実施している北城を中心に、烏山城の奥の方
まで足を延ばす見学会です。
◇講師 生涯学習課職員
◇対象 山登りのできる体力のある人（約１００ｍの高低差あり。
）
◇定員 先着３０名
◇費用 無料
◇持物 山登りのできる服装と靴
◇申込 １２月１２日（木）までに電話で下記あて申し込む
■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３

駅前駐輪場の放置自転車を撤去します
現在、ＪＲ烏山線各駅の駐輪場において、放置自転車と思われる自
転車が増加しています。
市では、防犯および環境美化のため、下記日程により撤去作業を実
施します。
撤去予定の自転車については、告知票を取り付けてありますので、
使用されている場合は、必ず下記あてご連絡ください。
◇作業実施日 １２月１１日（水）午前９時～正午
◇実施場所 ＪＲ烏山線各駅の駐輪場（烏山駅～鴻野山駅）
■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７
広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

山あげ祭フォトコンテスト作品展示中！

「ペット霊園那須烏山」
緑に囲まれた墓地公園・広々とした安らぎの園

今年度実施した「山あげ祭フォトコンテスト」に応募のあった作品
を展示していますので、ぜひ、見に来てください。
◇期間 令和２年３月末日まで 午前９時～午後４時
◇場所 山あげ会館２階多目展示室
◇入館料 大人：２５０円、小人：１００円
■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５

○火葬（最新ペット専用火葬炉）完備
◎年中無休
○合同墓地・個別墓地・納骨堂完備
◎予 約 制
※小動物から超大型犬（40kg 以上）
※福岡交差点左折（真岡方面）1km 先に看板
〒321-0526 田野倉６６０－１
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－８２－３３９１

http://www.petreien-nasukarasuyama.com/
広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

さかえ介護タクシー
関東運輸局許可事業 関自旅二第1073号

＊車イスをご利用の方、歩行困難な方ご利用ください！
＊入退院・通院・介護施設等への送迎に、
冠婚葬祭の送迎等にご利用ください！
＊車いすのまま乗車できます！
那須烏山市白久４１０（三尾谷 栄）

☎ ０９０－２２２４－３００８
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■雇用・就職等
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

令和２年度会計年度任用職員の募集（受付窓口：総務課）
地方公務員法が改正されたことに伴い、これまで嘱託職員・非常勤一般職員等として採用していた下記職を令和２年４月１日から「会計年度任用職員」
として採用します。
◇任用期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日
◇募集内容
職名

業務内容

七合
診療所

看護師
熊田
診療所

看護業務および診療所運営補助業務
・月～土曜日
午前８時３０分～午後５時１５分
（水・土曜日は午前中）
看護業務および診療所運営補助業務
・月～土曜日
午前８時３０分～午後５時１５分
（水・土曜日は午前中）

看護業務および診療所運営補助業務
・月、火、木～土曜日の午前中

七合
診療所
事務員
（医療事務）
熊田
診療所

生活相談
支援員

医療事務および診療所運営補助業務
・月～土曜日
午前８時３０分～午後５時１５分
（水・土曜日は午前中）
医療事務および診療所運営補助業務
・月～土曜日
午前８時３０分～午後５時１５分
（水・土曜日は午前中）

生活困窮者等の自立相談支援、就労指導等、生活
相談、パソコン事務
・月～金曜日のうち週４日
午前８時３０分～午後４時３０分

給料（報酬）
（月額）
正看
１９５，５００円
准看
１８５，５００円
（月額）
正看
１９５，５００円
准看
１８５，５００円
（時給）
正看
１，２０１円
准看
１，１３９円

応募要件

人数

・看護師（准看）免許
・普通自動車運転免許

２人
程度

・看護師（准看）免許
・普通自動車運転免許

1人
程度

・看護師（准看）免許
・普通自動車運転免許

1人
程度

・医療事務資格
（月額）
・医療事務・レセプト点検経験者
１８２，２００円
・普通自動車運転免許

1人
程度

・医療事務資格
（月額）
・医療事務・レセプト点検経験者
１８２，２００円
・普通自動車運転免許

1人
程度

・社会福祉士等の資格（取得予
定可）または福祉系施設での
勤務、相談業務経験がある人
（上記以外でも可）
・普通自動車運転免許

１人
程度

（時給）
１，２０１円

試験日

問合先

令和２年
１月１５日
（水）

市民課
☎83-1116

介護予防業務、パソコン事務
令和２年
（時給）
・看護師または保健師免許
２人
健康福祉課
看護師
・月～金曜日
１月１７日
１，２０１円
・普通自動車運転免許
程度
☎88-7115
午前８時３０分～午後４時３０分
（金）
介護認定調査事務（認定調査員講習を受講後、個
・介護福祉士、介護支援専門員、
人宅、福祉施設、病院等に訪問して、認定調査を
看護師、認定調査員事務経験
介護保険
（時給）
２人
実施）
または介護施設勤務経験を
認定調査員
１，０５４円
程度
・月～金曜日
有する人（上記以外でも可）
午前８時３０分～午後４時３０分
・普通自動車運転免許
妊娠から子育て期までの母子面接や訪問等によ
・助産師・保健師・看護師のい
助産師
る継続支援（子育て世代包括支援センター母子保
ずれかの免許と妊娠から子
保健師
（時給）
1人
健相談業務）
育てまでの専門的な知見を
看護師
１，２０１円
程度
・月～金曜日
有する人
令和２年
※いずれか
こども課
午前８時３０分～午後４時３０分
・普通自動車運転免許
１月１０日
☎88-7116
（金）
乳幼児健診・相談、電話相談等、母子保健事業に
・保健師・看護師のいずれかの
保健師
関する業務
（時給）
免許と妊娠から子育てまで １人
看護師
・月～金曜日
１，２０１円
の専門的な知見を有する人
程度
※いずれか
午前８時３０分～午後４時３０分
・普通自動車運転免許
◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分です。ただし、勤務地や職種により勤務時間の違いや土・日
曜日の勤務があります。詳細は、電話等で上記記載の担当課（問合先）あて問い合わせるか、各職の「募集案内」
（各問合先備付または市ホ
ームページ掲載）でご確認ください。上記給与（報酬）のほか、通勤手当や期末手当等が支給される場合があります。
◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に上記記載の担当課（問合先）から通知します。
）
◇応募方法 １２月２０日（金）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（各問合先備付または市ホームページ掲
載）に必要事項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、総務課人事グループ（〒３２１－０６９２ 中央１－１－
１）あて提出してください。
※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで、郵送の場合は１２月２０日（金）必着です。
※人数は、現時点での予定人数です。
※採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより上記内容が変更になる場合があります。
■問合 業務内容、資格や免許、勤務形態等詳細は、上記記載の担当課（問合先）あてお問い合わせください。
（その他のお問い合わせ 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７）
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令和２年度会計年度任用職員の募集（受付窓口：こども課）
地方公務員法が改正されたことに伴い、これまで嘱託職員として採用していた下記職を令和２年４月１日から「会計年度任用職員」として採用します。
◇任用期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日
◇募集内容
職名
保育士
幼稚園教諭

業務内容

給料（報酬）

応募要件

人数

市立保育園の学級経営、保育業務

（時給）
９８３円～

・保育士資格
・普通自動車運転免許

１４人
程度

つくし幼稚園の学級経営、保育業務、預かり保育従事

（時給）
９８３円～

・幼稚園教諭免許
・普通自動車運転免許

２人
程度

栄養士

市立保育園の給食の献立作成、栄養管理等

（時給）
１，１１９円

・栄養士資格
・普通自動車運転免許

１人
程度

調理員

市立保育園の給食の調理、献立作成、アレルギー食対応、
（時給）
食材発注等
１，１１９円

・調理師免許
・普通自動車運転免許

５人
程度

（時給）
９５１円

・子育て支援員証及び一時預かり事業
または地域子育て支援拠点事業研
修の修了証書を有する人
・普通自動車運転免許

５人
程度

（時給）
８９７円

・普通自動車運転免許

５人
程度

・にこにこ保育園の一時預かり保育または子育て支援拠
点事業
子育て支援員
・すくすく保育園の一時預かり保育
・つくし幼稚園の預かり保育
保育補助員

市立幼稚園または保育園の園児の生活支援、保育補助

試験日

令和２年
１月１２日
（日）

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前７時１５分～午後７時（うち４～７時間勤務）です。ただし、勤務地や職種により勤務時
間の違いや土・日曜日の勤務があります。詳細は、電話等で下記あて問い合わせるか、各職の「募集案内」
（下記備付または市ホームページ
掲載）でご確認ください。上記給与（報酬）のほか、通勤手当や期末手当等が支給される場合があります。
◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します。
）
◇応募方法 １２月１６日（月）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（下記備付または市ホームページ掲載）
に必要事項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、下記あて提出してください。
※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時まで、郵送の場合は１２月１６日（月）必着です。
※併願は２つの職種まで可能です。併願する場合は、職種ごとに履歴書および必要書類を用意してください。
※人数は、現時点での予定人数です。
※採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより上記内容が変更になる場合があります。
■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６
〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１

令和２年度会計年度任用職員の募集（受付窓口：学校教育課）
地方公務員法が改正されたことに伴い、これまで嘱託職員・非常勤一般職員等として採用していた下記職を令和２年４月１日から「会計年度任用職員」
として採用します。
◇任用期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日
◇募集内容
職名

業務内容

給料（報酬）

応募要件

人数

講師Ａ

小学校における担任の補助や児童の個別指導
（時給）
・月～金曜日：勤務時間は各学校による（１日７時間） １，３０８円

・小学校の教員免許
・普通自動車運転免許

９人
程度

講師Ｂ

中学校における担任の補助や生徒の個別指導
（時給）
・月～金曜日：勤務時間は各学校による（１日７時間） １，３０８円

・中学校の教員免許
・普通自動車運転免許

２人
程度

講師Ｃ

適応指導教室における指導支援および相談業務
・月～金曜日：勤務時間は配置による（１日７時間）

（時給）
１，３０８円

・養護教諭の免許または小中学校いず
れかの教員免許
・普通自動車運転免許

１人
程度

講師Ｄ

適応指導教室における指導支援および相談業務
・月～金曜日のうち週３日：勤務時間は配置による
（１日７時間）

（時給）
１，３０８円

・小中学校いずれかの教員免許
・普通自動車運転免許

１人
程度

看護師

小学校における配慮児童への支援
（時給）
・月～金曜日：勤務時間は各学校による（１日７時間） １，２０１円

・看護師免許
・普通自動車運転免許

１人
程度

試験日

２月下旬

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前８時～午後４時３０分（うち７時間勤務）です。ただし、勤務地や職種により勤務時間の
違いや土・日曜日の勤務があります。詳細は、電話等で下記あて問い合わせるか、各職の「募集案内」
（下記備付または市ホームページ掲載）
でご確認ください。上記給与（報酬）のほか、通勤手当や期末手当等が支給される場合があります。
◇試験方法 面接・適性試験（試験時間等は、募集期間終了後に通知します。
）
◇応募方法 １２月２０日（金）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（下記備付または市ホームページ掲載）
に必要事項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、下記あて提出してください。
※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで、郵送の場合は１２月２０日（金）必着です。
※人数は、現時点での予定人数です。
※採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより上記内容が変更になる場合があります。
■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２
〒３２１－０５９５ 大金２４０
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■環境

■税務
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

年末年始は「ごみの収集」を行いません

■■■■■■■■■■

台風１９号被災者の市税等減免申請受付

１２月は「年末の大掃除」等もあり、各家庭から出されるごみの量
が増加しますので、早めに計画的に出しましょう。
◇休業期間 １２月２８日（土）～令和２年１月３日（金）
※この期間は、各ごみステーションのごみの収集を行いません。
※「生ごみ」は、水分を十分に切り重量を減らしましょう。
※資源物である「紙類のごみ」は燃やすごみに入れず分別し、燃やす
ごみの減量化を図りましょう。
※詳細は、家庭ごみ収集カレンダーでご確認ください。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

◇対象 令元年度分で１０月１２日以降に納期限を迎える下記の市税等
◇個人住民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料
※下記のいずれかになります。
減免が見込まれる人
申請に必要な持物
・印鑑
台風１９号によりお住まいの住宅（持ち家・借
・納税義務者の通帳（還
家）が、り災証明書の判定で半壊以上の被害を
付金が生じた場合に
受けた人
必要となります。
）
台風１９号の被害で令和元年分の事業収入（営
業、農業）等が損害保険金等を加算したうえで、 ・印鑑
平成３０年分と比較して３割以上減収される ・前年の事業収入等を証
見込みの人
明する書類（確定申告
※減収見込みの事業収入以外の所得が平成
の収支内訳書の写等）
３０年中に４００万円以上ある人は該当に ・損害保険金等の支給額
なりません。
決定書の写し等
※平成３０年分の所得が１，０００万円を超え ・納税義務者の通帳（還
る人は該当にならない場合があります。
付金が生じた場合に
※国保、介護、後期は上記の人と同一世帯の人
必要となります。
）
も対象になります。
◇固定資産税
減免が見込まれる人
申請に必要な持物
一般住宅（納屋等を含む）または併 ・印鑑
用住宅および木造家屋の所有者で、 ・納税義務者の通帳（還付金が生じ
り災証明書の判定が半壊以上の人
た場合に必要となります。
）
・印鑑
・納税義務者の通帳（還付金が生じ
事業の用に供している償却資産の
た場合に必要となります。
）
所有者で、全壊・全損した人
・被災した償却資産の内訳が分かる
もの（償却資産申告書の写し等）
・被災状況が分かる写真
◇申請期日（集中受付日）
１２月８日（日）午前９時～午後４時
１２月９日（月）
、１０日（火）
、１１日（水）午前９時～午後７時
◇場所 市役所烏山庁舎第４会議室
※上記の日程でご都合のつかない場合は、下記あてご連絡ください。
■問合 税務課 ☎０２８７－８３－１１１４

機械式生ごみ処理機購入費補助
ごみ減量化の一環として、家庭の生ごみを自家処理する機械式生ご
み処理機購入費の一部を補助します。
◇対象機種 分解方式（バイオ式）または乾燥方式の機械式生ごみ処
理機
◇補助金額 購入費の２分の１（２５，０００円限度）
◇補助対象 市に住所があり、かつ、居住している人で、堆肥化され
たごみを自家処理できる人（１世帯１台）
※補助制度を活用して購入する場合は、申請の流れが定められていま
すので、購入する前に下記あてお問い合わせください。
※申請前に購入したものは、補助の対象になりませんのでご注意くだ
さい。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

災害ごみの年内受け入れを終了します
現在、予約制で実施している災害ごみの仮置場（大桶運動公園）で
の受け入れは、年内は下記期日をもって終了します。
また、年明けから災害ごみの処理作業に入るため、建物解体等で発
生する材木類以外の災害ごみの受け入れは、年内受入終了日までとさ
せていただきます。
◇受入終了日 １２月２０日（金）午後３時まで
※ごみステーションに出せるごみは、ごみカレンダーの区分に従って
ごみステーションに出してください。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

２０１９年分収支内訳書（農業所得用）の事前提出

南那須地区広域保健衛生センターへの
一般家庭ごみの休日持ち込みを再開します

確定申告会場での混雑緩和のため、収支内訳書（農業所得用）の事
前提出の受け付けをします。
農業所得または小作料収入があると思われる人あてに､１１月２９
日付で収支内訳書（農業所得用）の様式等を発送しました。あらかじ
め、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記録した帳簿を
基に作成の準備をし、早めのご提出をお願いします。
◇対象 農業所得または小作料収入があると思われる人
※平成３０年分を税務署で確定申告した人には送付していません。
※平成３０年分について小作料収入のみで、収支内訳書（農業所得用）
の様式等の送付を希望しなかった人には送付していません。
※市から上記の様式等が送付されない人でも、農業所得または小作料
収入のある人は、確定申告または住民税申告が必要です。
◇作成の際に準備すること
・農業関係通帳の記帳および通帳以外の領収書の整理
・農業機械等の購入年月および購入価格の確認・整理
・収入金額の整理（米や野菜の収穫量や販売金額）
◇提出 令和２年１月１５日（水）までに下記あて提出する｡
※収支内訳書を事前提出しただけでは、確定申告、住民税申告をした
ことにはなりません。必ず申告をお願いします｡
※収支内訳書（農業所得用）の様式等が必要な人で、まだ届いていな
い場合は、下記あてご連絡ください。
■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４

毎月１回実施しています一般家庭ごみの休日持ち込みについて、
１１月３日（日・祝）は台風１９号による被害のため受け入れを中止
しましたが、１２月１日（日）以降はごみカレンダーに記載されてい
るとおりに受け入れをします。
■問合 南那須地区広域保健衛生センター
☎０２８７－８３－１１５５

とちぎ食べきり１５（いちご）運動
日本では、食品ロス（本来食べられるのに捨てられてしまう食べ物）
が約６４３万トン（国民１人１日当たり約１３９ｇおおよそ茶碗１杯
分のご飯の量に相当する分）発生すると言われています。
特に宴会では多くの食品ロスが発生していますので、年末年始の宴
会の機会が多くなる時期は、食品ロス削減のため、宴会のはじめとお
わりの１５分は、
「とちぎ食べきり１５（いちご）タイム」とし、料理
を美味しく残さずいただきましょう。
また、家庭でも人が集まる時期となりますので、使い切ることので
きる食材の購入、食べ切ることのできる量の調理を心掛け、食品ロス
を減らして、ゴミの減量化にご協力ください。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０
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税務署からのお知らせ

■年金
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【台風１９号により被害を受けられた皆様へ】
台風１９号により被害を受けられた皆様方に心からお見舞い申し上
げます。国税についての申告、申請、納付等を期限までにできない人
は、申告・納付等の期限延長の申請をすることができます。また、納
税の猶予、軽減・免除等を受けることができますので、状況が落ち着
きましたら、氏家税務署あてお問い合わせください。
なお、市役所で市税等の減免申請受付にあわせて税務署職員による
相談会を実施します。
◇日時 １２月９日（月）～１１日（水）の３日間
午前の部：午前９時３０分～正午
午後の部：午後１時～４時
◇場所 市役所烏山庁舎第４会議室
◇内容 災害（水害）にかかる所得税等の申告のための事前相談
■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１（自動音声でご案
内しますので、
「１」を押してください。
）

国民年金保険料の控除証明書
平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までに納付する国民
年金保険料は、
「所得税および住民税の申告」
で全額が社会保険料控除
の対象となります。
「年末調整」や「確定申告」で社会保険料の控除を
申告する場合、日本年金機構から送付された「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」が必要ですので、大切に保管してください。
平成３１年１月１日から令和元年９月３０日までの間に国民年金保
険料を納付された人には１１月上旬に証明書が送付されますので、ご
確認ください。
紛失等により控除証明書の再発行が必要な場合は、下記あてご連絡
ください。
※令和元年１０月１日から１２月３１日までに初めて国民年金保険料
を納付する人の証明書は、令和２年２月上旬に送付予定です。
■問合 日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル（音声案内）
☎０５７０－００３－００４
☎０３－６６３０－２５２５（０５０で始まる電話の場合）

【消費税軽減制度説明会の開催】
氏家税務署では、１０月に消費税の軽減税率制度が実施されたこと
を受けて、事業者の皆様の事務処理等が円滑に進むよう、軽減税率制
度についての説明会を開催します。
◇日時 １２月１８日（水）
、１９日（木）
午後１時～２時３０分、午後３時～４時３０分
◇場所 氏家税務署２階大会議室
◇内容 職員による事業者向けの消費税軽減税率制度のポイント等、
基本的な説明
◇定員 定員３０名（先着順）

■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

台風１９号による被災支援事業
（農業用施設・農業用機械等）

【消費税の確定申告をされる人へ】
消費税の確定申告書を作成するには、令和元年１０月１日以降の取
引について、
売上げや仕入れ等を税率
（軽減税率８％・標準税率１０％）
ごとに区分して記帳する等、経理（区分経理）を行った帳簿が必要と
なります。また、令和元年分からは、消費税確定申告書を作成するに
は、区分経理を行った帳簿に基づき、
「課税取引金額計算表」の作成が
必要となります。なお、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために
は、区分経理に対応した帳簿や受け取った請求書等の書類を保存する
必要があります。
■問合 氏家税務署法人課税部門 ☎０２８－６８２－６６８４

台風１９号により被災を受けた農業用施設や農業用機械等に対する
支援事業の要望を受け付けます。
◇支援内容
・農業用ハウスの撤去費用
・農業用施設内に流入した土砂、作物残渣等の撤去費用
・農業用ハウスおよびその付帯施設の再建、修繕費用
・農業用機械および農業用倉庫等の再建、修繕、リース費用
・流入稲わらの処理費用
・稲作農家支援（保管中の米が水没した農家等）
・果樹農家支援（改植を行う園地の支援等）
◇受付期間 １２月２０日（金）まで（土・日曜日および祝日を除く。
）
◇受付窓口 農政課（南那須庁舎）
◇持物
・被災状況写真、撤去作業状況写真、再建後状況写真
・作業日誌
・被災機械の型番等
・費用金額が分かるもの（見積書、請求書、領収書等）
■問合 農政課農政振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７

【いつでもどこでもスマホで申告】
令和２年１月から、２か所以上の給与所得がある人、年末調整が済
んでいない人、年金収入や副業等の雑所得がある人など「スマホ専用
画面」を利用できる人の範囲が広がります。スマホ専用画面は、画面
が見やすいうえ、操作しやすくなっており、簡単で大変便利です。令
和元年分の確定申告は、ぜひ、スマホで行ってください。
■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１

合同公売会
税金の滞納により差し押さえた物品を栃木県と市町の合同で公売
（オークション形式）します。
◇日時 １２月１１日（水）
下見会：午前１１時～午後０時３０分
受付：午後０時４０分まで
公売開始：午後１時～
◇場所 栃木県塩谷庁舎１０１会議室（矢板市鹿島町２０－２２）
■問合 矢板県税事務所収税課 ☎０２８７－４３－２１７１

とちぎの雇用就農現地見学ツアー
◇日時 １２月１５日（日）午前９時５０分～午後４時４５分
◇集合場所 ＪＲ宇都宮駅改札口前
◇内容 県内の農業法人の見学
◇対象 県内の農業法人で働くことを考えている人
◇定員 ２０名
◇費用 無料（ただし、昼食代は自己負担）
◇申込 １２月１０日（火）までに電話等で下記あて申し込む。
◇主催 （公財）栃木県農業振興公社
■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５

■人権相談
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

とりたて野菜直売所イベント「感謝祭」

特設人権相談所を開設します

◇日時 １２月７日（土）午前８時３０分～午後１時
※小雨決行、荒天時は中止
◇場所 とりたて野菜直売所（初音７－５）
◇内容 けんちんそば・農産物の販売、青果物抽選会
■問合 とりたて野菜直売所 ☎０２８７―８４－０７３１

１２月４日～１０日は第７１回人権週間です。この人権週間にあわ
せて「特設人権相談所」を開設しますので、ご利用ください。
◇日時 １２月４日（水）午前９時～正午
◇場所 那須烏山市社会福祉センター
■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６
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■商工

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー

今年度、健診を受け忘れていませんか？
各日とも定員があります。お早めにご予約ください。
◇日程
期日
場所
受付時間
保健福祉センター
１２月 ２日（月）
（田野倉８５－１）
午前８時３０分
保健福祉センター
～１０時３０分
１２月１４日（土） （田野倉８５－１）
◎婦人検診あり（予約者の日）
◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。
※特定健診は「なすから健康マイレージ事業」必須項目です。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

求職者のためのキャリアカウンセラーによる相談会・セミナーとシ
ニア世代の社会参加活動支援のための相談会を開催します。
（要予約）
◇日程等
日時（場所）
内容
①「とちぎジョブモール巡回セミナー」
１２月１９日（木） ・テーマ：就活でみられるマナー・コミュニケ
第
ーション
午前１０時３０分
１
・講師：ジョブモールキャリアカウンセラー
～午後４時
回
（市役所烏山庁舎） ②「キャリアカウンセリング」
・就職活動、スキルアップに関するアドバイス
・適職診断、履歴書の書き方、面接の受け方の
アドバイス
令和２年
③とちぎ生涯現役シニア応援センター相談会
第 １月１６日（木）
・セカンドライフに関するアドバイス
２ 午前１０時３０分
・ボランティアから就労まで、様々な社会参加
回
～午後４時
活動に関するアドバイス
（市役所南那須庁舎）
・生涯学習に関するアドバイス

モテ体（たい）
・輝き体（たい）人の運動教室
健診結果説明会に併せて、運動教室を行います。
年納めに良い汗をかいて、体のメンテナンスをしましょう。
◇日程
期日
時間
内容
①午前９時４０分～１０時２５分
受付：午前９時３０分～
筋力トレーニング
１２月２１日 ②午前１０時３５分～１１時２０分 エクササイズ
（土）
受付：午前１０時２５分～

※②、③はいずれかの内容を選択のうえ、受講していただきます。
◇費用 無料
◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。
（申し込み時に相談希望内
容をお伝えください。
）
※詳細は、市ホームページでご確認ください。
■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５

③午前９時４０分～１１時２０分

ロコチェック
体力測定

◇場所 保健福祉センター
◇対象 市内に住所を有する人 ３０名程度
◇費用 ①②各回３００円、③無料
◇持物 動きやすい服装、タオル、飲物（糖分のないもの。
）
◇申込 １２月９日（月）までに電話等で下記あて申し込む。
※当日、健診結果説明会にお越しの人は、結果を受け取ってから参加
してください。
※運動制限がある人や加療中の人が参加する場合は、主治医と相談し
てください。
※当日の健康状態によっては、ご遠慮いただく場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
※この事業は「なすから健康マイレージ事業」対象事業です。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

スタンプスタンプセール
烏山スタンプ会では、今年もスタンプスタンプセール大抽選会を実
施します。スタンプ券をお持ちの人は、ぜひ、ご参加ください。
◇日時 １２月１５日（日）午前１０時～正午
◇場所 ベンチャープラザ那須烏山前（那須烏山商工会館前）
※１回の抽選で４冊までです。ただし、何回でも抽選できますので、
５冊目以降は、再度列にお並びください。なお、先着順で卵のつか
み取りができます。
（無くなり次第終了）
■問合 那須烏山商工会本所 ☎０２８７－８２－２３２３

■診療所・交通安全
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

とちぎ難病相談支援センター医療相談
七合診療所の１２月の臨時休診

【内分泌系疾患】
◇日時 １２月８日（日）午前９時３０分～午後０時３０分
◇医師 自治医科大学附属病院内分泌代謝科医師 永島秀一 氏
◇主な疾患 下垂体前葉機能低下症、下垂体性成長ホルモン分泌亢進
症、下垂体性ＡＤＨ分泌異常症、下垂体性ＰＲＬ分泌亢進症、下垂
体性ゴナドトロピン分泌亢進症、クッシング病、先天性副腎皮質酵
素欠損症、副甲状腺機能低下症、下垂体性ＴＳＨ分泌亢進症、甲状
腺ホルモン不応症、先天性副腎低形成症
◇予約締切 １２月４日（水）正午

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
◇休診日 １２月１４日（土）
■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１

年末の交通安全県民総ぐるみ運動
年末のこの時期は、交通事故が多発傾向にあります。市民１人ひと
りが交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。
◇期間 １２月１１日（水）～３１日（火）
◇スローガン 「マナーアップ！あなたが主役です」
◇運動の重点 ①子供と高齢者の交通事故防止
②全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
④「ライト４（フォー）運動」の推進
◇統一行動日
・１２月１３日（金）
「飲酒運転根絶」強化の日
・１２月２５日（水）
「シートベルト・チャイルドシートの着用」
・
「ライト４（フォー）運動」強化の日
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

【骨・関節系疾患】
◇日時 １２月２２日（日）午後１時～４時
◇医師 自治医科大学附属病院整形外科医師 飯島裕生 氏
◇主な疾患 後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症、特発性大腿骨頭壊死
症、広範脊柱管狭窄症、強直性脊椎炎、骨形成不全症、ビタミンＤ
抵抗性くる病／骨軟化症
◇予約締切 １２月１８日（水）正午
※締切日までに下記あて申し込む。
※受付時間は月～金曜日：午前１０時～正午、午後１時～４時
※場所はすべて栃木県立リハビリテーションセンター１階障害者総合
相談所相談室（宇都宮市駒生町３３３７－１）です。
■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３
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ＨＩＶ（エイズ）特例検査

お子さんが予防接種を受ける前に！

世界エイズデー（１２月 1 日）にあわせて特例検査を実施します。
◇日時 １２月６日（金）午後４時～７時（要予約）
◇場所 県北健康福祉センター本館（大田原市住吉町２-１４-９）
◇検査内容 ＨＩＶ抗体検査（検査は匿名で実施します。
）
◇費用 無料
◇検査結果通知 検査当日（ただし、判定保留となった場合は改めて
通知日を設定します。
）
※受検者本人に直接お知らせします。代理の人や電話等でのお知らせ
は一切行いません。
※感染の機会より３か月後（１２週間）に受検してください。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９

お子さんが予防接種を受けるとき、体温・体調等を記載する「予診
票」の記載間違いが多発しています。正確な履歴の把握のために、正
確な情報の記載をお願いします。
◇確認事項 ・生年月日（兄弟姉妹と間違えている場合があります。
）
・接種回数（○回目）は正しいか。
※母子手帳の予防接種ページでご確認ください。
※接種履歴、予診票の書き方、その他お子さんの予防接種関連の不明
点は、予防接種を受ける医療機関または下記あてお問い合わせくだ
さい。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

こどもインフルエンザ予防接種
◇対象 市に住所を有する１歳～中学３年生
※年齢基準日は接種日当日
◇接種期間 令和２年２月２９日（土）まで
※有効性を高めるため、１２月末頃までに接種することをお勧めします。
◇助成申請期間 令和２年３月２７日（金）まで
※申請書は、原則、助成申請時に記入していただきますが、事前に記
入したい場合は、下記または市役所烏山庁舎（市民課通路側壁掛け）
で入手するか、市ホームページからダウンロードしてください。
※同一家族に接種を受けた子どもが複数いる場合は、まとめて申請し
てください。
◇助成申請場所 こども課（保健福祉センター）
◇持物
・領収書（原本）
・接種した子どもの保護者の金融機関の口座情報（通帳のコピー可）
・接種した子どもの健康保険証または母子健康手帳
・印かん
◇助成金額 １回１，０００円
※１３歳未満が２回接種する場合には、２回分助成します。
◇注意事項
・望ましい接種回数は、１３歳未満は２回、１３歳以上は１回です。
・事前に医療機関で予約し、相談のうえ、接種してください。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

児童手当・特例給付制度
児童手当・特例給付は中学３年生までの児童を養育している人に支
給されます。児童の出生、転入、公務員でなくなった際には、認定請
求書の提出が必要です。また、現在受給中で、児童や家庭状況に変更
が生じた場合は、それぞれ手続きが必要です。
※いずれも、事由が生じた日から１５日以内の手続きが必要です。
※手続きが遅れると手当が支給されない期間が発生する場合がありま
すのでご注意ください。
※公務員は、勤務先で手続きを行ってください。
◇支給対象 父母のうち所得が高い人、施設設置者、里親等
◇支給月額
児童の年齢等
児童１人あたりの月額
３歳未満
３歳～小学６年生
中学生
所得制限限度額以上

一律１５，０００円
１０，０００円
（第３子以降は１５，０００円）
一律１０，０００円
一律 ５，０００円（特例給付）

◇支給時期 ６月、１０月、２月に、それぞれ前月分までを支給
◇届出要件 出生、転居、転出、児童を養育しなくなったとき、公務
員になったときまたは公務員でなくなったとき、氏の変
更、振込先の金融機関口座を変更したいとき、配偶者の
有無が変更になったとき。
※地域児童の支援に寄附いただける人は、下記あてお問い合わせくだ
さい。
■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６

乳幼児健診・相談
お子さんの健康のために、
各種健診・相談には必ずお越しください。

【４か月児健診】
◇日時 １２月１７日（火）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 令和元（２０１９）年８月生まれの乳児

【８か月児健診】
◇日時 １２月１８日（水）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成３１（２０１９）年４月生まれの乳児

【１歳児相談】

不妊治療費の一部助成

◇日時 １２月１６日（月）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成３０（２０１８）年１１月生まれの幼児

市では、国内医療機関で保険適用外の不妊治療（人工授精・体外受
精・顕微授精）を受けた夫婦に対し治療費の一部を助成しています。
◇対象 下記のすべてに該当する人
・法律上婚姻をしている夫婦で、医師による不妊治療を受けている
こと
・市内に１年以上前から住民登録していること
・健康保険等の医療保険に加入していること
・国および県の制度、加入健康保険組合等からの給付を受けること
ができる場合には、当該給付の決定を受けていること
・市税・上下水道料等を滞納していないこと
・治療を受けた日の妻の年齢が４３歳未満であること
◇助成内容 治療費の２分の１以内で、１年度あたり上限２０万円、
通算５年まで助成します。
※国・県・医療保険から不妊治療費の助成がある場合には、優先して
受給し、その額を控除した額となります。
※原則、補助対象不妊治療費が属する年度内に申請してください。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

【１歳６か月児健診】
◇日時 １２月１６日（月）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成３０（２０１８）年５月生まれの幼児

【２歳児相談】
◇日時 １２月１３日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２９（２０１７）年１１月生まれの幼児

【２歳６か月児相談】
◇日時 １２月１７日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２９（２０１７）年５月生まれの幼児

【３歳児健診】
◇日時 １２月１３日（金）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成２８（２０１６）年１１月生まれの幼児

【５歳児相談】
◇日時 １２月１８日（水）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２６（２０１４）年１２月生まれの幼児
※場所はすべて保健福祉センターです。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６
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こども館の催し物

烏山聖マリア幼稚園 ひよこ教室

【ぴよぴよ広場】

◇日時
◇場所
◇内容
◇対象
◇費用
◇持物
◇申込
■問合

◇日時 毎週水曜日・日曜日 午前１０時３０分～１１時３０分
◇内容 市ホームページまたはこども館「なのはなだより」でご確認
ください。
◇対象 未就園児と保護者等
◇申込 事前申し込みは不要です。時間内に自由にご参加ください。

【クリスマスリース制作】
◇日時 １２月１５日（日）
、１７（火）
、１８日（水）
※時間はすべて午前９時～午後４時です。
◇対象 未就園児と保護者等
◇申込 事前申し込みは不要です。時間内に自由にご参加ください。

■学校教育
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【ママ友づくり】
◇日時
◇内容
◇講師
◇対象
◇定員
◇申込

１２月１７日（火）午前１０時３０分～１１時３０分
お茶を飲みながら楽しくおしゃべりしましょう
親学習プログラム那須烏山支部
未就園児と保護者等
先着１０組
１２月１０日（火）までに電話等で下記あて申し込む。

■■■■■■■■■■

就学援助入学準備金を
小・中学校の入学前に支給します
就学援助は、義務教育期間中に必要な費用の一部を家庭の事情に応
じて援助する制度です。小学校および中学校への新入学を迎える児
童・生徒を持つ家庭の負担軽減のため、就学援助費の一部である入学
準備金を入学前に支給します。
◇対象 ４月に市内・市外（市外の場合は区域外就学認定者に限る。
）
の小学校および中学校に新入学する児童生徒の保護者で、次
のいずれかに該当する世帯
・所得状況が生活保護に準ずる世帯
・世帯全員、市民税が非課税
・児童扶養手当（児童手当、特別児童扶養手当とは異なりま
す。
）を受給している世帯
※原則として、市県民税の申告が必要です。所得の基準は、世帯構成
や年齢によって異なります。
◇支給額 小学校：５０，６００円、中学校：５７，４００円
◇申込 令和２年１月２４日（金）までに申請書（下記備付）に必要
事項を記入し、申請書記載の必要書類を添付のうえ下記あて
提出する。
（土・日曜日、祝日および年末年始は除く。
）
※申請書は、市ホームページからもダウンロードできます。
※入学準備金が支給されてから要件を満たさなくなった場合は、返還
していただく場合があります。
※受付期間以降に就学援助の申請をして認定になった人は、入学後に
支給します。
■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２

【音を鳴らしてあそぼう】
◇日時
◇講師
◇対象
◇定員
◇申込

１２月１９日（木）午前１０時～１１時３０分
認定こども園 烏山聖マリア幼稚園（南１－９－１９）
ハッピー！クリスマスパーティー！
未就園児と保護者
無料
親子とも上履き
１２月９日（月）までに電話等で下記あて申し込む。
烏山聖マリア幼稚園 ☎０２８７－８２－３３５７

１２月２０日（金）午前１０時３０分～１１時３０分
黒須千鶴 氏
未就園児と保護者等
先着１５組
１２月１８日（水）までに電話等で下記あて申し込む。

【なのはなリサイクル】
「子育て応援リサイクル事業」で譲っていただいた子ども用品等を
無料でお譲りします。(エコバッグ等を持参してください。)
◇日時 １２月２１日（土）午前１０時～午後１時
※上記事業の場所はすべてこども館です。月曜日・祝日は休館です。

【１２月の移動出前サロン】
◇日時 毎週木曜日 午前９時～午後２時
◇場所 三箇公民館（三箇１２５８）
◇内容 手遊び、親子体操、お楽しみタイム等で子育て支援員と一緒
に遊びましょう！（市ホームページでも確認できます。
）
◇対象 未就園児と保護者等
◇申込 事前申し込みは不要です。時間内に自由にご参加ください。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

ひまわりきっず「閉講式」
・
「お楽しみ会」

那須烏山市奨学生募集

家庭教育オピニオンリーダーによる子育て支援事業です。
◇日時 １２月１１日（水）午前１０時～１１時３０分
受付：午前９時４５分～
◇場所 こども館
◇内容 閉講式とクリスマスパーティー
◇対象 未就園児と保護者等
◇定員 先着１５組
◇費用 １組１００円（保険料等）
◇申込 １２月７日（土）までに電話等で下記あて申し込む。
※月曜日・祝日は休館です。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

経済的理由により、修学が困難な家庭の生徒・学生に奨学金を給付
し、有用な人材育成および教育の機会均等に資することを目的に下記
により奨学生を募集します。
◇給付年額 高等学校等：１００，０００円
大学等：２００，０００円
◇応募資格 ・令和２年４月に高等学校等および大学等に進学または
在学する生徒・学生
・本人または本人の生計を維持する人が本市居住
・在籍校の成績証明書の評価が平均以上
・申請時の家庭状況が当該学校への進学または在学する
ことが困難と選考委員会が認める人
・他制度の給付型奨学金を受けていない人
◇募集人数 高校生５名、短期大学生等１名、大学生４名程度
◇応募方法 １２月２日（月）～令和２年１月１７日（金）に応募要
項
（下記および市役所烏山庁舎玄関ホール、
市内中学校、
市内高等学校備付）にある書類を下記あて提出する。郵
送の場合は、令和２年１月１７日（金）必着です。
（土・日曜日、祝日および年末年始は除く。
）
※応募要項は、市ホームページからもダウンロードできます。
◇選考結果 ２月中旬ごろまでに本人あて通知します。
■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２
〒３２１－０５９５ 大金２４０

子育て支援センター きらきら
【にこにこ保育園のクリスマス会・クリスマスコンサートに参加しよう】
◇日時 １２月２５日（水）午前９時５０分～１０時５０分
受付：午前９時４０分～
◇場所 にこにこ保育園ホール
◇内容 保育園のお友だちと一緒に歌ったり、サンタさんにプレゼン
トをもらったりしてクリスマスコンサートを楽しむ。
◇講師 音楽家 岡倉ゆかり 氏
◇対象 未就園児と保護者２０組程度
◇申込 １２月１３日（金）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１
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栃木県採用常勤・非常勤講師等の募集

■公民館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

塩谷南那須教育事務所において、常勤・非常勤の教育職員（小・中
学校）を募集しています。
◇職種 常勤：講師、養護教諭、学校栄養士、事務職員
非常勤：非常勤講師、非常勤養護助教諭
◇応募方法 １２月２０日（金）までに事務所ホームページからダウ
ンロードした履歴書に必要事項を記入し、下記あて申し込む。
※詳細は、事務所ホームページでご確認ください。
■問合 塩谷南那須教育事務所 ☎０２８７－４３－０１７６
〒３２９－２１６３ 矢板市鹿島町２０－２２

公民館講座参加者募集
「しもつかれ教室」参加者募集
郷土料理を楽しく学び、食べ物を無駄にしない文化を知ろう。
◇日時 令和２年１月３１日（金）午後６時～９時
◇場所 烏山公民館調理室
◇内容 「しもつかれ」作りを通して郷土料理について学ぶ。
◇講師 相澤美砂子 氏
◇対象 市内在住または在勤の人 先着１３名
◇費用 ５００円程度（材料費実費）
◇持物 鬼おろし、エプロン、タオル、大きめの持ち帰り容器
◇申込 １２月１日（日）～２１日（土）の午前９時から午後５時まで
に電話等で下記あて申し込む。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２

■スポーツ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

運動施設利用停止・トイレの冬季閉鎖
１２月２８日（土）～令和２年１月４日（土）は、全ての運動施設
の利用を停止します。なお、緑地運動公園野球場は令和２年２月２９
日（土）まで、烏山運動公園テニスクレイコートは令和２年３月３１
日（火）まで利用停止とします。
また、
下記の運動施設トイレを凍結破損防止のため冬季閉鎖します。
◇期間 １２月～令和２年３月
◇閉鎖箇所 緑地運動公園軟式野球場側トイレ、野球場北側トイレ
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

公民館講座
「那須烏山市のジオサイトを知ろう」参加者募集
まちの新しい見所、ジオサイトを歩いてみませんか。
◇日程等
№
日時
内容等

運動施設利用説明会
◇日時 １２月１８日（水）１回目：午後３時～、２回目：午後７時～
※１回目、２回目とも同じ内容です。
◇場所 烏山公民館２階研修室
◇内容 ・運動施設利用について
・その他
◇対象 生涯学習課で管理している運動施設の利用者および各団体の
代表者
※今年度登録している定期利用団体・大会主催団体には、別途代表者
あてに通知しています。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

①

②

③

■図書館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

④

図書館の催し物
【南那須図書館 おはなし会】

【南那須図書館 おたのしみ会】
１２月１４日（土）午後２時～３時
南那須図書館多目的ホール
ちっちゃな劇場
絵本の読み聞かせ、パネルシアター、かんたん工作等
南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

令和２年
２月２３日（日）
午前９時３０分
～正午
令和２年
２月２９日（土）
午前１０時～正午
令和２年
３月８日（日）
午前１０時～正午

場所
内容

烏山公民館１０４会議室
まちの新しい見所、ジオサイトについ
ての話

講師

那須烏山市ジオパーク推進室職員ほか

場所

花立峠ポケットパーク
花立峠から解石神社奥宮までの往復ト
レッキング
那須烏山市ジオパーク推進協議会
保護ガイド部会長 澤村俊夫 氏

内容
講師
場所
内容
講師
場所
内容
講師

長者ヶ平官衙遺跡
古代の十字路「東山道」
、
「辰街道」跡
の探検
宇都宮大学名誉教授 酒井豊三郎 氏
小塙駅
海の時代の化石探しができるスポット
探検
化石コレクター 吉澤時明 氏

■その他

【烏山図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容
■問合

令和２年
２月２日（日）
午前１０時
～１１時３０分

◇対象 市内在住または在勤の人 先着３０名
（小学生以下は保護者同伴、中高生は保護者等送迎）
◇費用 無料
◇持物 ①筆記用具
②～④筆記用具、飲物、防寒着、動きやすい服装、軍手、帽子
◇申込 １２月１日（日）～２１日（土）の午前９時から午後５時まで
に電話等で下記あて申し込む。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２

◇日時 １２月７日（土）午前１０時３０分～１１時
◇場所 南那須図書館おはなしのへや
◇内容 絵本の読み聞かせ、かんたん工作等
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容
■問合

■■■■■■■■■■

※烏山公民館事務室は、月曜日、毎月第３日曜日、祝日および
年末年始はお休みです。

１２月７日（土）午後２時～２時３０分
烏山図書館児童コーナー
烏山図書館ボランティア「たんぽぽ」
絵本の読み聞かせ等
烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

放送大学 ４月入学生募集
放送大学はテレビ・ラジオ・インターネットで授業を行う通信制の
大学です。働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々
な目的で、幅広い世代の人が学んでいます。
◇出願期間 ・１１月２６日（火）～令和２年２月２９日（土）
・令和２年３月１日（日）～１７日（火）
※インターネット（ＵＲＬ：http://www.ouj.ac.jp）でも受け付けします。
■問合 放送大学栃木学習センター ☎０２８－６３２－０５７２

いきいき陶芸クラブ作品展
◇日時 １２月３日（火）正午～１０日（火）正午
◇場所 南那須図書館展示ホール
■問合 西本嘉道 ☎０２８７－８８－２８０８
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山あげ会館前 朝市

不動産無料相談会

「地元のおいしいを食べよう！」をテーマに、那須烏山市産農産物
やそれらを使用した飲食物等を販売する朝市を開催します。
◇日時 １２月８日（日）午前７時３０分～１０時
◇場所 山あげ会館前（雨天時は山あげ烏章館）
◇内容 彼処珈琲、ｃａｆé なちゅら、帰農志塾、ぼくんちの樹、珈
琲工房みつばちの里、イタリア料理ＴＯＴＯ、パンあいざわ、
（一社）那須烏山市観光協会
※内容は、
変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
◇主催 ＮＰＯ法人クロスアクション
◇共催 (一社)那須烏山市観光協会
◇協賛 那須烏山市
◇協力 金井町連合自治会
■問合 ＮＰＯ法人クロスアクション
フェイスブック（ＵＲＬ：https://www.facebook.com/cross.ac
tion.nasukarasuyama/）
（一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７

◇日時 １２月１３日（金）午後１時３０分～３時３０分
◇場所 烏山庁舎市民室
◇内容 不動産相談（要予約）
◇相談員 県北支部相談担当委員
◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。
■問合 （公社）栃木県宅地建物取引業協会県北支部
☎０２８７－６２－６６７７

弁護士による市民法律相談
◇日時 １２月１９日（木）午後１時３０分～４時
◇場所 市役所南那須庁舎２階小会議室
※今回の開催場所は保健福祉センターではありませんのでご注意くだ
さい。
◇内容 相続、離婚、交通事故、不動産等の問題
◇費用 無料
◇申込 １２月２日（月）～６日（金）午後５時までに受付票（下記
備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。
※申し込み多数の場合は抽選となります。
※土・日曜日および祝日は受け付けを行いません。
■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４
社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１

みんなで歌おう！
「那須烏山歌声広場」に来てみませんか？
◇日時 ①第１１回：１２月７日（土）午後２時～
②第１２回：令和２年１月１１日（土）午後２時～４時
◇場所 フナヤ道場（熊田４９７）
◇内容 ギター、ピアノの伴奏で懐かしの昭和の名曲、フォークソン
グ等をみんなで一緒に歌いましょう！
※①の終了後、
「忘年会で勝手にライブ」を行います。
◇対象 どなたでも
◇費用 ①１，５００円（軽食、飲物付）
②１，０００円（飲物付）
■問合 音の旅人 くみ∞せい ☎０９０－９００３－１３３８

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１２月上半期の行事予定
日 曜日

■各種相談
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１

■■■■■■■■■■

１２月の各種相談事業
【心配ごと相談】

２

◇日時 毎月第１・第３水曜日 １２月４日、１８日 午前９時～正午
◇場所 ・社会福祉協議会烏山支所（４日）
・保健福祉センター（１８日）
■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４
社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１

【もの忘れ相談】
◇日時
◇場所
◇申込
■問合

■■■■■■■■■■

１２月１３日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間）
保健福祉センター
相談日の５日前までに下記あて申し込む。
（予約制）
健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

【交通事故巡回相談】
◇日時 １２月２０日（金）午前１０時～正午、午後１時～３時
◇場所 県南那須庁舎１階南那須県民相談室
◇申込 巡回相談日の３日前までに栃木県交通事故相談所（☎０２８
－６２３－２１８８）あて申し込む。
（予約制）
■問合 県くらし安全安心課 ☎０２８－６２３－２１８５

行事予定

【休日当番医】山野クリニック
☎0287-84-3850
日 第１５回那須烏山マラソン大会
南那須図書館臨時休館日
特定健診・がん検診
保健福祉センター
精神障がい者と家族の会交流会・相談会 大金駅前観光交流施設
市県民税第３期、国民健康保険税
月
第５期、介護保険料第５期、後期
高齢者医療保険料第５期納期限・
口座振替日

３

火 いきいき陶芸クラブ作品展（～１０日） 南那須図書館

４

水

５

木 窓口業務延長（～19:00）

烏山庁舎・保健福祉センター

６

金 離乳食相談（要予約）

保健福祉センター

７

土

８

日 【休日当番医】高野病院（那珂川町）

９

月

１０ 火

心配ごと相談
社会福祉センター
そーいんぐ教室（要予約）受付 9:30～ 保健福祉センター

おはなし会 10:30～11:00
おはなし会 14:00～14:30

南那須図書館
烏山図書館
☎0287-92-2520

人権の日
妊婦・産後ママサロン（要予約）受付 9:40～10:00 保健福祉センター

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】

１１ 水 年末の交通安全県民総ぐるみ運動（～３１日）

◇日時 １２月２日（月）午前９時～午後６時
◇場所 大金駅前観光交流施設
■問合 栃木県精神保健福祉会（やしお会：植村）
☎０９０－４２４２－０１４７

１２ 木 窓口業務延長（～19:00）

烏山庁舎・保健福祉センター

もの忘れ相談
１３ 金 ２歳児相談受付 9:30～9:45
３歳児健診受付 13:00～13:30
特定健診・がん検診（予約者の日）
１４ 土
おたのしみ会 14:00～15:00

保健福祉センター
保健福祉センター
保健福祉センター
保健福祉センター
南那須図書館

１５ 日 【休日当番医】南那須青木医院

☎0287-88-6211

広告掲載募集中！
「広報なすからすやま」
・
「広報お知らせ版」
・
「市ホームページ」の有料広告
を募集しています。掲載基準等詳細は、市ホームページで確認するか、下記
あてお問い合わせください。

※水・日曜 子育て支援「ぴよぴよ広場」10:30～ こども館
※木曜 子育て支援「移動出前サロン」9:00～ 三箇公民館

■総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２
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