令和２年２月１日 Ｎｏ．３４５

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/

■商工・観光
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

新商品「ご飯にかけるギョーザ
カレーコロッケ風味」を販売します

■■■■■■■■■■

本市におけるＢ級グルメ「カレーコロッケ」にちなんだ新商品「ご
飯にかけるギョーザ」の那須烏山市版として「カレーコロッケ風味」
を商品化しました。
２月９日（日）開催の「山あげ会館前朝市」で販売します。
■問合 （一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７

合同就職説明会・面接会参加者の募集
市内への就職希望者を対象とした合同就職説明会・面接会です。
◇日時 ２月１４日（金）午後１時３０分～４時
※最終受付は午後３時までとなります。
◇場所 凮月カントリー倶楽部（城山２６４１）
◇対象 市内への就職希望者
◇参加企業
企業名
募集職種
(株)アミノ

米菓製造

網野ゴム工業(有)

製造員、検査および軽作業員

(株)アヤラ産業

機械工、検査、出荷業務、一般事務

インバースネット(株)

構内作業員、パソコン検査 他

小山観光開発(株)
凮月カントリー倶楽部

フロント・一般事務、コース管理、清掃スタ
ッフ、レストランスタッフ 他
ドライバー（中型車）
、運行管理および配車
補助

烏山通運(株)
川上工業(株)

マシンオペレーター

(社福)敬愛会

介護職員、看護職員、保育士 他

(株)恵伸精密

ＮＣ旋盤・ＭＣオペレーター（経験者・未経
験者）

(株)Ｇ7 カントリー倶楽部

マスター室、ハウス管理、ゴルフ場調理補助

(社福)正州会

介護職員、看護師

(株)中村製作所

機械オペレーター、電気技術・保全業務、
自動制御・機械設計技術者 他

(有)八紘電子

ケーブル組立加工

ＢＸ西山鉄網(株)

金網製造員、
出荷作業、
検査員、営業事務 他

富双ゴム工業(株)

ゴムの製造、技術管理

(有)明賀屋製作所

溶接工（半自動アーク溶接）
、普通旋盤工

山あげ会館前 朝市
「地元のおいしいを食べよう！」をテーマに、那須烏山市産の農産
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。
◇日程等
日時

２月９日（日）午前７時３０分～１０時 ※荒天中止

場所

山あげ会館前

珈琲工房みつばちの里、彼処珈琲、帰農志塾、放課後カフェ
出店者 なちゅら、烏山高等学校、魚秀、ぼくんちの樹、
（一社）那
須烏山市観光協会
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

那須烏山商工会、金井町連合自治会

※出店者は、
変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。
■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

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

「ペット霊園那須烏山」

※当日変更になる場合があります。詳細は、市ホームページでご確認
ください。
◇共催 ハローワーク那須烏山
◇協力 栃木県宇都宮労政事務所
◇申込 事前申し込みは不要です。直接会場までお越しください。な
お、当日は時間内に複数の企業と面接を行うことができます
ので、履歴書を複数持参してください。
■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５

緑に囲まれた墓地公園・広々とした安らぎの園
○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/

からす山の雛めぐりスタンプラリー
烏山商店会連合会では、商店街に活気と華やかさを演出するため、
店内にお雛様を展示する
「城下町からす山の雛めぐり」
を開催します。
◇期間 ２月４日（火）～３月３日（火）
◇参加店 店先に設置のピンク色のポスターが目印です。
※開催時間はそれぞれの参加店営業時間によります。
※参加店のスタンプを１０個集めて商工会本所（土・日曜日および祝
日は閉館）
まで持参してください。
（先着５０名にプレゼントあり。
）
■問合 那須烏山商工会本所 ☎０２８７－８２－２３２３
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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）
◇任用期間 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）

【総務課事務処理センター】郵便発送業務、庁舎間
使送分便、単純事務等
・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分
【健康福祉課】健康増進事業事務補助、健康管理セ
事務
ンター管理業務補助
補助員 ・月～金曜日のうち週４日
午前８時３０分～午後４時３０分
※原則の勤務日と異なります。

（時給）
８９７円

応募要件
人数
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可）
※障がい者の場合は、運転免許の所持
２人
を問わず。ただし、障害者手帳を交
付されていること。

試験日

・ワード、エクセルのパソコン操作が
できる人
１人
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許）

２月２９日
（土）

問合先
総務課
☎83-1117

健康福祉課
☎88-7115

・ワード、エクセルのパソコン操作が
都市建設課
できる人
１人
☎88-7118
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許）
廃棄物 廃棄物不法投棄監視および回収、仕分処理、野良
・ワード、エクセルのパソコン操作が
（時給）
３月２日
まちづくり課
監視員 犬等の捕獲他、事務補助
できる人
２人
１，０５４円
（月）
☎83-1120
兼作業員 ・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分
・普通自動車運転免許（ＭＴ免許）
交通安全教室の計画・実施、交通安全対策および
・ワード、エクセルのパソコン操作が
交通防犯 防犯対策に関する業務
（時給）
２月２９日
総務課
できる人
１人
指導員 ・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 １，１１９円
（土）
☎83-1117
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可）
（月１～２回２時間程度、土日の教室等あり。
）
生活困窮者等の自立相談支援、就労指導等、生活
・社会福祉士等の有資格（取得予定可）
相談、パソコン事務
生活相談
（時給）
または福祉系施設での勤務、相談業
２月２９日
健康福祉課
・月～金曜日のうち週４日
１人
支援員
１，２０１円
務経験がある人（上記以外でも可）
（土）
☎88-7115
午前８時３０分～午後４時３０分
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可）
※原則の勤務日と異なります。
消費生活に関する相談、普及啓発およびこれらに
・消費生活相談員資格（みなし合格者
消費生活 付随する事務
（時給）
２月２７日
商工観光課
を含む。
）
１人
相談員 ・月～金曜日 午前９時～午後４時３０分
１，２６５円
（木）
☎83-1115
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可）
※原則の勤務時間と異なります。
◇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」
（問合先・総務課備付また
は市ホームページ掲載）でご確認ください。上記給料（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。
（事務補助員のみ総務課から通知します。
）
◇応募方法 ２月１９日（水）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（問合先・総務課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）あて持参または郵送で提出してください。
※直接持参する場合の受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。
※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）
【都市建設課】都市計画に関する事務の補助
・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分

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）
◇任用期間 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
試験日
学校生活 小学校における担任の補助や児童の生活支援
６人
２月２９日
支援員 ・月～金曜日 午前８時～午後４時３０分のうち７時間勤務
（時給）
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可）
８９７円
（土）
学校事務 小学校における事務補助および業務補助
４人
補助員 ・月～金曜日 午前８時～午後４時３０分のうち７時間勤務
◇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分のうち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」
（学校教育課・総務課備付または市ホー
ムページ掲載）でご確認ください。上記給料（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 ２月１９日（水）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（学校教育課・総務課備付または市ホー
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、下記あて持参または郵送で提出してください。
※直接持参する場合の受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。
※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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令和２年度会計年度任用職員の募集（受付窓口：生涯学習課）
◇任用期間 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 試験日
【生涯学習課】市スポーツ施設等の維持管理業務、各種事業の運営補助
（時給）
作業員
・普通自動車運転免許
２人
・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分
１，０５４円
【生涯学習課】文化財関係業務事務
（時給）
事務員
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可） １人
・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分
１，１１９円
【烏山公民館】公民館講座の運営、社会教育関係団体の育成等烏山公民
２月２９日
社会教育
館事務
１人
（土）
指導員Ａ ・火～日曜日のうち週３日程度 午前８時３０分～午後４時３０分
・社会教育主事資格を有する、または
※原則の勤務日と異なります。
（時給）
学校教職員等教育に関する職歴が
５年以上ある人
【烏山公民館】公民館講座の運営、社会教育関係団体の育成等烏山公民 １，２０１円
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可）
社会教育
館事務、地域と学校を結ぶ地域コーディネーター業務
１人
指導員Ｂ ・火～日曜日のうち週４日程度 午前８時３０分～午後４時３０分
※原則の勤務日と異なります。
◇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、電話等で下記あて問い合わせるか、各職の「募集案内」
（生涯学習課・烏山公民館・総務課備付または市ホ
ームページ掲載）でご確認ください。上記給料（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 ２月１９日（水）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（生涯学習課・烏山公民館・総務課備付
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、下記あて持参または郵送で提出
してください。
※直接持参する場合の受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。
※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 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 〒３２１－０５９５ 大金２４０

令和２年度会計年度任用職員の募集（受付窓口：こども課）
◇任用期間 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 試験日
幼稚園 つくし幼稚園の学級経営、保育業務、預かり保育従事
（時給）
・幼稚園教諭免許
１人
教諭
・月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分のうち７時間勤務
１，１１９円 ・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可）
２月下旬
保育
市立幼稚園または保育園の園児の生活支援、保育補助
（時給）
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可） １人
補助員 ・月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分のうち７時間勤務
８９７円
◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、基本、月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分のうち７時間勤務です。ただし、勤務地や職種により勤務時
間の違いや土曜日勤務があります。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」
（こども課・総務課備付または市ホーム
ページ掲載）でご確認ください。上記給料（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 ２月１４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（こども課・総務課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、下記あて持参または郵送で提出してください。
※直接持参する場合の受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。
※幼稚園教諭・保育補助員は併願可能です。併願する場合は、職種に応じて分けて履歴書を用意してください。
※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：都市建設課）
◇任用期間 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 試験日
市道および公園の維持管理業務
（時給）
作業員
・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可） ４人
・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分
１，０５４円
２月１８日
（火）
地籍調査事業に関する事務
（時給）
・地籍調査の業務経験を有すること
事務員
３人
・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分
１，１１９円 ・普通自動車運転免許（ＡＴ免許可）
◇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、電話等で下記あて問い合わせるか、各職の「募集案内」
（都市建設課・総務課備付または市ホームページ掲
載）でご確認ください。上記給料（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 ２月１４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（都市建設課・総務課備付または市ホー
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、下記あて持参または郵送で提出してください。
※直接持参する場合の受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。
※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 都市建設課 ☎０２８７－８８－７１１８ 〒３２１－０５９５ 大金２４０
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令和２年度那須烏山市観光協会職員の募集

確定申告が始まります

◇任用期間 ４月１日～令和３年３月３１日
◇募集内容

２月１７日（月）から３月１６日（月）まで令和元年中（平成３１
年中）所得に係る確定申告および住民税申告の受け付けをします。
対象者および地区割り等の詳細は、１月１５日発行「広報お知らせ
版」または自治会等を通じて配布した「確定申告についてのお知らせ」
をご覧ください。
■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４

【嘱託職員・臨時職員】
人数
業務内容

嘱託職員２人、臨時職員１人
一般事務、物産販売、観光案内等
１か月のうち２０日勤務 ※シフト制
午前８時３０分～午後５時１５分
山あげ会館・龍門ふるさと民芸館
嘱託職員：月額１５９，８００円
臨時職員：日額７，３００円
・パソコン操作が出来る人（ワード・エクセル等）
・普通自動車運転免許

勤務時間
勤務地
賃金
応募要件

確定申告が必要な事例をご確認ください
【申告が必要な人】

【パート職員】
人数
業務内容

３人
山あげそば店の接客、調理、料理の提供等
１か月のうち１３日以上２５日以内勤務 ※シフト制
早番、遅番の２交代制
勤務時間
・早番：午前７時～午後２時４５分
・遅番：午前１１時～午後４時
勤務地
山あげそば店（ＪＲ烏山駅前）
賃金
時給９５０円
・調理ができる人
応募要件
・普通自動車運転免許
◇試験日 ２月２９日（土） ※時間等は、募集期間終了後に通知します。
◇試験会場 山あげ会館
◇試験方法 面接・適正等
◇応募方法 ２月１４日（金）までに、市販の履歴書（写真貼付、白
黒可）に必要事項を記入し、下記あて持参または郵送で
提出してください。
※直接持参する場合の受付時間は、山あげ会館開館日の午前８時３０
分～午後５時です。
■問合 （一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７
〒３２１－０６２８ 金井２－５－２６

■市議会
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

議場コンサート
市議会では、市議会定例会の開会前に、烏山高等学校吹奏楽部によ
る議場コンサートを開催します。
（入場料無料、事前申込不要）
◇日時 ２月２７日（木）午前９時３０分～
◇場所 南那須庁舎議場
◇内容 烏山高等学校吹奏楽部によるフルート三重奏、金管四重奏
曲目：想い出は銀の笛（２番真紅のルビー、５番ブルーパス
テル）
、ＦＩＶＥ ＢＡＧＡＴＥＬＬＥＳ（１番マーチ、２番
メヌエット、３番フモレスク）
※当日は、午前１０時から本会議（一般質問）が行われる予定です
ので、この機会に、市議会本会議もぜひ、傍聴してください。
■問合 議会事務局庶務議事グループ ☎０２８７－８８－７１１４

■税務・確定申告
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

・事業（農業、営業等）収入がある人
・不動産収入がある人（米等の小作料を含む）
・給与や年金を２か所以上からもらっている人（給与や年金の源泉
徴収票を２枚以上持っている人）
・給与収入がある人で、年末調整未済の人、または不完全な人
・譲渡所得がある人（土地、建物等を個人や法人に売却（売買）
、ま
たは国・県や市町に売却（収用）した人）
・生命保険の満期返戻金、解約一時金等の一時所得のある人
・公的年金だけの収入で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、
障害者控除、寡婦（寡夫）控除等を受けようとする人
・その他所得税法上、申告が必要な人

【申告した方がよい人（税額に影響のある人）
】
・住宅借入金等特別控除を受けることができる人
・医療費控除を受けることができる人（１０万円、または総所得金
額等の合計額の５％相当額以上の医療費を支払った人）
・寄附金控除を受けることができる人（地方公共団体、社会福祉法
人、学校法人、被災地等に対する寄附を行った人）
・雑損控除を受けることができる人（震災等の災害、盗難等によっ
て生活用資産等に損害を受けた人）
・年末調整と異なる内容で、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控
除、障害者控除、寡婦（寡夫）控除等を受ける人等

【申告した方がよい人（税額に影響のない人）
】
所得税と住民税の税額以外の面でも、以下のケース等で不利益と
なる場合がありますので、
無収入でも申告することをお勧めします。
・国民健康保険加入世帯、後期高齢者医療保険加入者は、軽減措置
を受けることができません。
・６５歳以上の人がいる世帯では、介護保険料の段階判定で不利に
なる場合があります。
・障害者のいる世帯では、医療福祉関係の助成に影響します。
・保育園児・幼稚園児のいる世帯では保育料算定に影響します。
・国民年金の免除申請には申告が必要です。
・遺族年金・障害者年金の受給の継続のためには申告が必要です。
・未申告の場合、所得証明書等の各種証明書が発行できません。
・市営住宅入居の際は所得証明が必要です。
・国の簡素な給付措置（臨時福祉給付金等）の支給に影響する場合
があります。
※青色申告、個人対個人の土地等の売買による譲渡所得、令和元年分
（平成３１年分）
以外の申告等は税務署で確定申告をお願いします。
また、複雑な案件等の場合は、税務署に行っていただくこともあり
ますのでご了承ください。
■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４

農業所得事前申告書の提出はお済みですか

ゆうちょ銀行の口座から
県税の口座振替ができるようになります

令和元年１１月２９日に送付した農業所得事前申告書（収支内訳書）
の提出が済んでいない人は、
早急に提出をお願いします。
（申告会場の混
雑緩和と適正な申告にご協力ください。
）
収支内訳書の作成がお済みでない場合、申告を受け付けることができ
ない場合もありますので、必ず提出をお願いします。
また、農業所得事前申告書を提出した場合でも、確定申告または住民
税申告は必要ですのでご注意ください。
■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４

令和２年度から、ゆうちょ銀行口座で自動車税（種別割）と個人事
業税の口座振替ができるようになります。
令和２年度の自動車税（種別割）から口座振替を希望する場合は、
２月末日までに下記あてお問い合わせのうえ、お申し込みください。
■問合 矢板県税事務所収税課 ☎０２８７－４３－２１７１
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確定申告に必要な書類等をご確認ください
【申告に必要なもの（共通）
】
・源泉徴収票（給与・賃金・報酬・年金）※コピー不可
・印かん
・確定申告のお知らせのはがき、または所得税の申告書（税務署から送
付された人のみ）
・番号確認書類（個人番号カード、通知カード等）
・身元確認書類（個人番号カード、運転免許証、パスポート等）
・生命保険・地震保険・国民年金等の支払証明書、控除証明書等
・通帳等、本人名義の預金口座の分かるもの
・その他必要と思われるもの
※個人番号カードは番号確認および身元確認の両方で使用可能

【事業収入（農業・営業・不動産等）のある人】
・収支内訳書及び関係帳簿（農業所得事前申告書の提出が済んでいる人
は収支内訳書の持参は不要）
・通帳等収入状況が分かるもの
・領収書、固定資産課税明細等経費が分かるもの

【譲渡所得（収用）のある人】
・公共事業資産買取等の申出証明書および不動産等の譲受の対価の支払
証明書（国・県・市町で発行）

【上場株式等に係る譲渡所得や配当所得のある人】
・特定口座年間報告取引書や配当計算書等

【障害者控除を受けようとする人】
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等

【医療費控除を受けようとする人】
・医療費の領収書（治療を受けた人ごと、医療機関ごとに集計）または
医療費通知（健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等）
ただし、医療費通知は、次の６項目が記載されているものに限る。
①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた人、④病
院や薬局などの名称、⑤被保険者等が支払った医療費の額、⑥保険者
等の名称
・保険金や高額療養費などで補填される金額がある場合は、その金額の
分かるもの

申告書の作成は国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」で！
国税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」をご利用いただくと
自宅等で確定申告書が簡単に作成でき、ｅ－Ｔａｘで送信または書面で
印刷して送付のいずれかの方法で提出することができます。
ｅ－Ｔａｘで送信する場合、税務署でＩＤ（利用者識別番号）とパス
ワードを取得して送信する方法と、マイナンバーカードをマイナンバー
カード対応のスマートフォンで読み込み、カード取得時に設定した暗証
番号を入力して送信する２通りの方法があります。
※詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧ください。
※「ｅ－Ｔａｘ・確定申告書等作成コーナー」の操作等に関するお問い
合わせは、下記のヘルプデスクあてお願いします。
ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク
☎０５７０－０１－５９０１
※確定申告に関するご質問、
ご相談は下記あてお問い合わせください。
■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１
税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４

氏家税務署 確定申告会場を開設します
所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します。
◇期間 ２月１７日（月）～３月１６日（月）
※土・日曜日および祝日を除く。
◇時間 受付：午前８時３０分～午後４時（提出は午後５時まで）
相談：午前９時～
◇場所 氏家税務署２階会議室
※確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合や受付
を早めに締め切る場合があります。
※申告書の作成には時間を要しますので、お早めにお越しください。な
お、相談内容が複雑な場合は、午後３時頃までにお越しください。相
談が午後５時を過ぎる場合には、
再度お越しいただく場合があります。
■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１

【セルフメディケーション税制を受けようとする人】
・一定の取り組みをしたことを明らかにする書類（インフルエンザ予防
接種や人間ドック、がん検診、定期健康診断の領収書や結果通知表等）
・スイッチＯＴＣ医薬品を購入した領収書

【住宅借入金等特別控除を受けようとする人】
①借入金の年末残高証明書
②工事請負契約書等（収入印紙が貼付済のもの）
③登記事項証明書（原本）
④住宅取得に際し補助金等を受けた場合、その金額の分かるもの
⑤敷地等取得資金に係る借入金も含めて控除を受ける場合は、土地の売
買契約書の写しと土地の登記簿謄本
⑥認定長期優良住宅に係る住宅借入金特別控除の特例を適用する場合は、
長期優良住宅建築等計画の認定通知書（計画変更の認定を受けた場合
は変更認定通知書）の写しおよび住宅用家屋証明書（コピー可）また
は認定長期優良住宅建築証明書（コピー不可）
※控除を受ける最初の年は①～⑥全て、翌年以降は①と税務署が発行する
「住宅借入金等特別控除申告書」が必要です。

【雑損控除を受けようとする人】
・被害を受けた資産、取得時期、取得価額のわかるもの
・被害を受けた家屋の取得価額が不明な場合は、その面積がわかるもの
・被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用、修繕費用の分かるもの
・被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が分かるもの
・市から、り災証明書の交付を受けている場合は、その証明書の写し

納付期限と振替納税の利用について
確定申告による所得税および復興特別所得税の納期限は３月１６日
（月）です。下記のいずれかの方法で、納期限までに納付してください。
※詳細は、国税庁ホームページ「国税の納付手続（納期限・振替日・納
付方法）
」
（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/index.htm）をご確認く
ださい。
・振替日（４月２１日）に指定の金融機関の預貯金口座か
ら自動的に引き落とされます。事前に口座の残高をご確
振替納税
認ください。
・振替納税をご利用の場合は、
「預貯金口座振替依頼書兼納
付書送付依頼書」を３月１６日までに提出してください。
電子納税

自宅やオフィス等からインターネット等を利用して納付で
きます。

クレジット
カード納付

インターネットを利用して専用のＷｅｂ画面から納付でき
ます。
（納付税額に応じた決済手数料が別途かかります。
）

ＱＲコード
によるコン
ビニエンス
ストア納付

自宅等で、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」やコンビニ納付用ＱＲコード作成専用画面から納付
に必要な情報をＱＲコードとして作成（印刷）し、コンビ
ニエンスストアで納付（３０万円以下）できます。
※ＱＲコードは、㈱デンソーウェーブの登録商標です。

窓口納付

納付書に現金を添えて、納期限（３月１６日）までに金融
機関（歳入代理店）または所轄税務署で納付してください。

【寄附金控除を受けようとする人】
・寄附した団体から交付された寄附金の証明書、受領証等
・特定の公益法人や学校法人等に対する寄附や、一定の特定公益信託の
信託財産とするための支出は、その法人や信託が的確であること等の
証明書または認定証の写し
・政治献金は、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金（税額）控除
のための書類」

【年金差引きで各種保険料等を納付している人】
特別徴収（年金差引き）で、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国
民健康保険税を納付している人で、令和元年中（平成３１年中）に保険
料（税）の還付があった場合、その還付分は社会保険料控除の適用外に
なります。申告の際は、還付があったことをお申し出ください。
■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４
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■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１

還付される税金がある場合の受け取り方法
還付金の受け取りに振り込みを希望する場合は、確定申告書の「還
付される税金の受取場所」欄に、振込先金融機関名、預金の種類およ
び口座番号（ゆうちょ銀行の貯金口座の場合は、記号番号のみ）を正
確に書いてください。なお、振り込み先の預貯金口座は申告者ご本人
名義のもの（氏名のみの口座）をご利用ください。
■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１

■診療所
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

仮置場の災害ごみの受け入れを終了します
■■■■■■■■■■

台風１９号で発生した災害ごみは、大桶運動公園の仮置場で柱材・
壁材類の受け入れを行っていますが、全面的な災害ごみの搬出作業に
入るため、安全性を考慮し受け入れを終了します。なお、受入終了日
までの仮置場での災害ごみ受け入れについては、下記のとおりです。
◇受入終了日 ２月２７日（木）午後３時まで
◇受入日時 毎週月・木曜日 午前１０時～正午、午後１時～３時
◇対象ごみ 建物解体時に発生した柱材や壁材（石膏ボード・断熱材・
がれき混じりの土砂）
※その他の災害ごみについては、保健衛生センターで受け付けていま
すので、分別区分や持ち込み方法に従って出してください。
※持ち込みの際、正しく分別されていない場合や、対象ごみ以外のも
のは、受け入れできませんので、ご注意ください。
※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ー８３ー１１２０

熊田診療所の２月臨時休診
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 ２月６日（木）
■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６

■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

梨農作業体験会ｉｎ南那須
～梨の剪定作業体験～参加者募集
南那須地域（那須烏山市・那珂川町）で、梨で新規就農を希望する
人向けの農作業体験会を開催します。梨で新規就農に興味のある皆さ
んの参加をお待ちしています。
◇日時 ２月１６日（日）午前９時４５分～午後１時
受付：午前９時３０分～
※荒天の場合は、２月２３日（日）に延期
◇場所 ＪＡなす南本店（那珂川町白久１０）
※ＪＲ烏山線利用の場合送迎あり。
（ＪＲ烏山駅午前９時集合）
◇内容 梨の剪定作業体験、若手生産者事例紹介、昼食交流会、就農
相談等
◇対象 おおむね５０歳までの人
◇定員 先着１０名
◇費用 無料（昼食付）
◇持物 帽子、タオル、防寒着、長靴、雨具、着替え等
◇申込 ２月５日（水）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 南那須地域就農支援ネットワーク会議（白間）
（塩谷南那須農業振興事務所経営普及部内）
☎０２８７－４３－２３１８
ＦＡＸ：０２８７－４３－４０７２
Ｅメール：shiramak01@pref.tochigi.lg.jp

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

とちぎ難病相談支援センター医療相談
【消化器系疾患】
◇日時 ２月１５日（土）午前９時３０分～午後０時３０分
◇場所 栃木県立リハビリテーションセンター1 階（宇都宮市駒生町
３３３７－１）
◇医師等 自治医科大学附属病院消化器・肝臓内科医師 坂本博次 氏
自治医科大学附属病院臨床栄養部栄養士 茂木さつき 氏
◇主な疾患 潰瘍性大腸炎、クローン病、原発性胆汁性胆管炎、自己
免疫性肝炎
◇予約締切日 ２月１２日（水）正午

【神経・筋疾患】
◇日時 ２月２０日（木）午後１時～４時
◇場所 栃木県安足健康福祉センター２階（足利市真砂町１－１）
◇医師等 自治医科大学附属病院神経内科医師 嶋崎晴雄 氏
自治医科大学附属病院患者サポートセンター医療相談室医
療ソーシャルワーカー 井上雅晶 氏
◇主な疾患 脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く）
、筋ジストロフィ
ー、もやもや病、重症筋無力症、多系統萎縮症、多発性
硬化症／視神経脊髄炎、ハンチントン病、大脳皮質基底
核変性症、パーキンソン病、進行性核上性麻痺、筋萎縮
性側索硬化症（ＡＬＳ）
◇予約締切日 ２月１７日（月）正午
※予約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
■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３

■環境
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

２月は「正しい猫の飼い方推進月間」です。
２月は「正しい猫の飼い方推進月間」です。猫の飼い方について見
つめ直し、マナー順守に心掛けましょう。
◇飼育頭数のコントロール
猫の繁殖を望まないのであれば、オス・メスを問わず早期の去勢・
不妊手術を行いましょう。
◇終生飼養
猫の寿命は１５年程度と言われています。飼い主にはその一生を
見届ける責任があります。捨てることはせず、やむをえず飼えなく
なった場合には新しい飼い主を探しましょう。
◇飼い主の明示
首輪に名札（飼い主の名前や連絡先等）を付け、迷子になった時
のために備えましょう。
◇室内飼養
猫は十分な餌と過ごしやすい環境を整えれば、広い場所を必要と
せず、元気に生活できます。室内で飼うことで、迷子や交通事故、
病気の感染やふんや鳴き声によるご近所トラブルも防止できます。
◇無責任な餌やりの禁止
野良猫に無責任に餌を与える行為はやめましょう。餌があると野
良猫はどんどん増え、地域内でのトラブルに発展する可能性があり
ます。餌を与えるならば、責任をもって猫を飼いましょう。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０
県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８

健康キープ★重症化予防教室（３日目）
糖尿病や高血圧等の生活習慣に起因する生活習慣病は、予防可能な
病気です。今ある健康を保つために、現在の生活を振り返ってみませ
んか。４日間コースの３日目のご案内です。
◇日時 ２月２０日（木）午前９時３０分～正午
受付：午前９時１５分～
◇場所 保健福祉センター検診室、機能回復訓練室、栄養指導室
◇内容 栄養士講話・実技
「生活習慣病の予防に向けた食事」
◇定員 １０名程度（定員になり次第締め切り。
）
◇費用 ６００円（食材費）
◇申込 ２月１４日（金）までに電話等で下記あて申し込む。
※当教室は疾患予防を目的としています。すでに治療中で食事制限等
がある人は食生活・健康相談等をご利用ください。
※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
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令和元年度健康マイレージ事業の期間が
間もなく終了します

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 ２月２９日（土）まで
◇助成申請期間 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

ポイントの押印期間、５ポイントたまったカードと５００円利用券
の交換期限は２月２８日（金）です。期限が迫っていますので、早め
に申請してください。また、すでに５００円利用券を持っている人で
未使用の場合は、利用期限が３月３１日（火）までとなっていますの
で、必ず期限内にご利用ください。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

在宅ねたきり高齢者等
おむつ給付サービス事業取扱店の募集
令和２年度の紙おむつ支給券の取り扱いができる、市内に店舗を有
する事業者を募集します。
◇申込 ２月２０日（木）までに申請書（下記備付）に必要事項を記
入し、下記あて申し込む。
※詳細は、電話で下記あてお問い合わせください。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ
☎０２８７ー８８－７１１５

オレンジクラブ（家族介護教室）の開催
毎日の介護、先の見えない介護で行き詰まることはありませんか？
そんな時にはオレンジクラブに参加してみませんか！
◇日時 ２月２１日（金）午前１１時～午後０時３０分
◇場所 向田ふれあいの里（旧向田小学校）現地集合
◇内容 施設見学、会食しながら体験談を聞こう・話そう！
◇対象 介護者、介護経験者等
◇申込 ２月１７日（月）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ
☎０２８７－８８－７１１５

不妊治療費の一部助成
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のある場合には、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

■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

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 ２月２５日（火）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 令和元年１０月生まれの乳児

【８か月児健診】
◇日時 ２月２６日（水）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 令和元年６月生まれの乳児

そーいんぐ教室

【１歳児相談】
◇日時 ２月１７日（月）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成３１年１月生まれの幼児

子育て支援ボランティア「ぬうレンジャー」の隊員が、育児用品や
園・学校で使うグッズ（スタイ、コップ入れ、シューズ入れ等）の手
作りを応援します。お気に入りの生地やご家庭にあるタオル等を使っ
て、自分だけのオリジナルグッズを作ってみませんか。
◇日時 ２月５日（水）
、２月１２日（水）午前９時３０分～２時間程度
※次年度以降の予定は、お知らせ版で随時お知らせします。
◇場所 保健福祉センター
◇対象 市内在住の人 先着５名
◇内容 ミシン等を使って製作します。
◇費用 ３００円
◇持物 製作に必要な材料（布、ひも、型紙等）
※布等が用意できない場合は、申し込み時にご連絡ください。
◇申込 ２月５日（水）参加希望は２月３日（月）までに、２月１２
日（水）参加希望は２月７日（金）までに電話等で下記あて
申し込む。
※製作依頼や展示販売も行います。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 ２月１７日（月）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成３０年７月生まれの幼児

【２歳児相談】
◇日時 ２月２８日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成３０年１月生まれの幼児

【２歳６か月児相談】
◇日時 ２月２５日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２９年７月生まれの幼児

【３歳児健診】
◇日時 ２月２８日（金）受付：午後１時～１時３０分
◇対象 平成２９年１月生まれの幼児

【５歳児相談】
◇日時 ２月２６日（水）受付：午前９時３０分～９時４５分
◇対象 平成２７年２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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離乳食相談

烏山聖マリア幼稚園 ひよこ教室

「離乳食の始め方」
「ちょうど良いかたさや量」
「食材の増やし方や
レパートリー」等、毎日の食事（離乳食）で気になることはありませ
んか？日々のお悩みにじっくり向き合います。ぜひ、一緒に解決して
いきましょう！
◇日時 ２月２７日（木）午前９時～正午の予約制
◇場所 保健福祉センター
◇対象 乳幼児とその保護者
◇内容 栄養士・保健師による個別相談
◇申込 ２月２０日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
※電話での相談も随時受け付けています。気軽にご相談ください。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

◇日時
◇場所
◇内容
◇対象
◇持物
◇申込
■問合

２月１８日（火）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）
何を買おうかな？お買いものごっこ！！
未就園児と保護者
親子とも上履き、大きめの紙袋（マイバック）
２月１０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

こども館の催し物
【ぴよぴよ広場】
◇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。

産休等代替職員（保育士）登録者の募集
産休等代替職員は、保育園等の福祉施設職員が出産や傷病のため長
期の休暇を必要とする場合、それに代わり臨時に勤務する職員です。
登録した人は市内の保育園等が代替職員の任用を希望する場合に、
保育園等から連絡をし、その際に勤務条件等の説明を行って合意を得
ることができれば当該保育園等で勤務することになります。
◇登録要件 保育士の有資格者
◇登録方法 市販の履歴書（写真貼付）と保育士証の写しを添えて下
記あて提出する。
※私立保育園で３月～８月の期間に勤務可能な人を募集しています。
※受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。
■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６

【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 ２月１５日（土）午前１０時～午後１時

【おひなさま制作】
◇日時 ２月１６日（日）～１９日（水）午前９時～午後４時
※１７日（月）を除く。
◇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。

【管理栄養士によるお話】

子育て支援センター きらきら

◇日時 ２月１８日（火）午前１１時～１１時２０分
◇内容 初午（はつうま）について
◇対象 子育て中の保護者および子育て支援スタッフとして活動して
いる人や希望する人
◇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。

【おひなさまをつくろう】
◇日時 ２月１８日（火）
、１９日（水）午前１０時～１１時３０分
◇場所 子育て支援センターきらきら
◇対象 未就園児と保護者（各日先着５組程度）
◇内容 親子で簡単 おひなさま作り
◇申込 ２月１２日（水）までに電話等で下記あて申し込む。
※にこにこ保育園の７段飾りのおひなさまを見に来ませんか。
■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１

【音を鳴らしてあそぼう】
◇日時
◇講師
◇対象
◇定員
◇申込

キッズランドあさひ 子育て支援事業

２月２１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
２月１９日（水）までに電話等で下記あて申し込む。

【ママ友づくり】

【一緒に作ろう 楽しいクッキング】

◇日時
◇内容
◇講師
◇対象
◇定員
◇申込

◇日時 ２月２７日（木）午前１０時～１１時３０分
受付：９時４０分～
◇場所 キッズランドあさひ（宮原４５２）
◇内容 ・親子でサンドウィッチやおやつを作る
・栄養士さんのお話（おやつについて）
・看護師さんのお話（吐物処理の仕方について）
◇対象 未就学児と保護者 先着１０組
◇費用 無料
◇持物 エプロン、三角巾
◇申込 ２月２０日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
※受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時３０分です。
■問合 キッズランドあさひ ☎０２８７－８２－７３３３

２月２５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
２月１５日（土）までに電話等で下記あて申し込む。

【子育て応援リサイクル事業】
市では、家庭で不要となった子ども用品等を譲り受け、毎月１回「なの
はなリサイクル」で希望する人に配布しています。家庭で不要となった子
ども用品等を無料で譲りたい人は、こども館で随時受け付けていますので、
ご持参ください。
（衣類についてはサイズ別に分けてお持ちください。
）
※場所はすべてこども館です。月曜日・祝日は休館です。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

烏山みどり幼稚園 みどり未就園児教室

子育て支援「２月の移動出前サロン」

◇日時 ２月２０日（木）午前１０時１５分～１１時４５分
◇場所 認定こども園 烏山みどり幼稚園（金井１－５－１６）
◇内容 リトミック、パネルシアター、おやつ
◇対象 未就園児（１歳６か月～）と保護者
◇費用 無料
◇持物 ゴム底の上ぐつ（幼児・保護者用）
◇申込 ２月１３日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
※受付時間は、平日の午前９時～午後５時です。
■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９

◇日時 毎週木曜日 午前９時～午後２時
※降雪等の悪天候時は、中止となる場合がありますので、開催の有無
は下記あてお問い合わせください。
◇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
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■生涯学習
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■公民館
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

※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。

生涯学習情報誌「おたのしみプラン」への
掲載情報を募集します

公民館講座
「ウチョウラン教室」参加者募集

生涯学習情報誌「おたのしみプラン」では、地域で活動している各
団体・サークル活動またはボランティア・指導者の情報を掲載してい
ます。令和２年度版「おたのしみプラン」に掲載を希望する団体等の
代表者またはボランティア可能な人は下記によりお申し込みください。
なお、令和元（平成３１）年度版に情報を掲載している団体および
指導者には、掲載情報の内容確認の通知を送付していますので、回答
にご協力ください。
◇募集する情報
・地域で活動する団体・サークル（文化、スポーツ、趣味等）
・生涯学習ボランティア指導者情報（個人の特技などを生かして、
学校や地域で指導者として活動したい人）
◇申込 ２月１３日（木）までに、所定の用紙（下記備付）に必要事
項を記入し、下記あて申し込む。
■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３

◇日時
◇場所
◇内容
◇講師
◇対象
◇費用
◇持物

３月１８日（水）午前９時３０分～１０時４５分
烏山公民館１０４会議室
ウチョウランの球根をポットに植えつけ、家庭で育てる。
服部 均 氏
市内在住または在勤の人 先着１５名
５００円（１人３鉢：球根代、鹿沼土代、ポット代）
筆記用具、作業ができる服装、ビニール手袋、ポットを入れ
る紙箱
◇申込 ２月２日（日）～１５日（土）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

■図書館
ふれあい学習ネットワークを開催します

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

県教育委員会では、住民同士の絆や連帯感を深め、家庭や地域の教
育力の向上を図るため、ふれあい学習ネットワークを開催します。
ＳＮＳ時代の人との「つながり」をテーマにした講演・分散会を開
催します。インターネットとつながることで便利になった一方で、失
われている経験や獲得しづらくなった力はないか、子どもたちの健全
な成長のため、私たち大人ができることを一緒に考えてみませんか。
◇日時 ２月６日（木）午後１時３０分～４時２０分
受付：午後１時～
◇場所 高根沢町町民ホール
◇内容 講話：ＳＮＳ時代の人との「つながり」について考える
講師：ＮＰＯ法人青少年メディア研究協会理事長・合同会社
ロジカルキット代表 下田太一 氏
◇対象 県民一般、行政・教育関係者等
◇費用 無料
◇申込 ２月４日（火）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 塩谷南那須教育事務所 ☎０２８７－４３－０１７６

図書館の催し物
【南那須図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容

２月１日（土）
、１５日（土）午前１０時３０分～１１時
南那須図書館おはなしのへや
図書館ボランティア
絵本の読み聞かせ等

【南那須図書館 おたのしみ会】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容
■問合

２月８日（土）午後２時～３時
南那須図書館多目的ホール
おはなし むぎっこ
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

【烏山図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容

■スポーツ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

２月１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 おたのしみ会】

■■■■■■■■■■

◇日時
◇場所
◇出演
◇内容
■問合

ソフトボール公認指導者の登録
日本ソフトボール協会主催の公認試合に出場するチームは公認指導
者の登録が必要です。公認指導者の資格取得を目指す人は電話で下記
あてお申し込みください。
■問合 ソフトボール協会烏山支部事務局（吉原）
☎０２８７－８４－３３６４

２月１５日（土）午後２時～３時
烏山図書館児童コーナー
図書館ボランティア「たんぽぽ」
絵本の読み聞かせ、紙芝居等
烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

南那須図書館展示ホール利用者募集
令和２年度の南那須図書館展示ホールの利用申し込みを受け付けます。
展示ホールは、各種作品や調査研究の発表の場として利用できます。
◇利用期間 ４月１日～令和３年３月３１日
◇利用単位 １週間（最長１か月）
◇申込 ２月１日（土）以降に電話等で下記あて申し込む。
※申し込み多数の場合は調整します。
※作品の搬入・運搬・作品管理は、利用者責任でお願いします。
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

「市民スキー祭」参加者募集
スノーボードでの参加も受け付けます。ぜひ、ご参加ください。
◇期日 ３月１５日（日）
◇場所 会津高原だいくらスキー場
※烏山庁舎を午前６時３０分に出発します。
◇対象 市内在住者および在勤者（小学３年生以下は保護者同伴）
◇定員 先着４０名
◇費用 中学生以上：５，５００円、小学生：４，５００円
（１日リフト券、保険料等）
◇申込 ３月１１日（水）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 市体育協会スキー部（安田）☎０９０－３５７０－２３２７
ハリカ烏山店（山内）☎０２８７－８４－１３５５

南那須写真クラブ「新春写真展」
◇日時 ２月１日（土）～２９日（土）正午まで
◇場所 南那須図書館展示ホール
■問合 小池光男 ☎０２８７－８８－８４１３
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■その他
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■各種相談
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

弁護士による市民法律相談

■■■■■■■■■■

２月の各種相談事業
【心配ごと相談】

◇日時
◇場所
◇内容
◇対象
◇費用
◇申込

２月２０日（木）午後１時３０分～４時
社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７）
相続、離婚、交通事故、不動産等の問題
市内在住者
無料
２月３日（月）～７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。
■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

◇日時 毎月第１・第３水曜日 ２月５日、１９日 午前９時～正午
◇場所 ・５日：社会福祉センター（初音９－７）
・１９日：保健福祉センター（田野倉８５－１）
■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

２月１４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】

台風１９号により被災された人は
警察関係手数料を免除します

◇日時 ２月２１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

◇対象 台風１９号の被害により災害救助法の適用を受けた県内２１
市町の居住者のうち、同台風により被災された人
◇免除期間 令和元年１０月１２日（土）～令和２年３月３１日（火）
◇免除手数料 自動車運転免許証、各種証明書および許可証等の再交
付、住所変更の他、自動車保管場所証明書の再交付等
◇申請窓口 ・運転免許証に関する各種申請
栃木県運転免許センター（鹿沼市下石川６８１）
・その他の申請は最寄りの警察署
※受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。
※詳細は、栃木県警察ホームページ（http://www.pref.tochigi.lg.jp/kei
satu/）でご確認ください。
■問合 栃木県運転許センター ☎０２８９－７６－０１１０
那須烏山警察署 ☎０２８７－８２－０１１０

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】
◇日時 ２月３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

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

２月上半期の行事予定

国見星望会 冬の天体観望会
日 曜日

金星、月、冬の星雲星団を天体望遠鏡で見てみよう！
◇日時 ２月１日（土）午後５時３０分～８時
◇場所 ＪＲ烏山駅前広場
◇費用 無料
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 国見星望会（阿久津） ☎０８０－５８６４－０４１４

「那須烏山歌声広場」に来てみませんか？
◇日時 第１３回：２月１日（土）午後２時～４時
第１４回：３月７日（土）午後２時～４時
◇場所 フナヤ道場（熊田４６７）
◇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！
◇対象 どなたでも
◇費用 １，０００円（飲物付）
■問合 音の旅人 くみ∞せい ☎０９０－９００３－１３３８

行事予定

１

おはなし会 10:30～11:00
南那須図書館
土 おはなし会 14:00～14:30
烏山図書館
南那須写真クラブ「新春作品展」（～２９日正午） 南那須図書館

２

日 【休日当番医】林田医院

３

月 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

４

火 南那須ゲートボール協会冬季大会

５

水

６

木

７

金

８

土 おたのしみ会 14:00～15:00

南那須図書館

９

日 【休日当番医】白寄医院（那珂川町）

☎0287-92-2710

☎0287-88-2056

南那須運動場

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

１０ 月

なすからサロン
◇日時
◇場所
◇内容
◇講師
◇対象
◇定員
◇費用
■問合

１１ 火

２月１６日（日）午後１時３０分～３時
南那須公民館第１会議室
ジャズを楽しむー日本の音楽―
㈱ジョイトーク名誉会長、ジャズスタジオ「石の蔵」主宰
土谷長男 氏（専門：ジャズ）
どなたでも
先着５０名（事前申し込みは不要です。
）
無料
南那須の自然と文化を考える会（上野）
☎０２８７－８８－８８３７

建国記念の日
【休日当番医】水沼医院

☎0287-84-0001

１２ 水 そーいんぐ教室（要予約）受付 9:30～ 保健福祉センター
１３ 木
１４ 金 もの忘れ相談

保健福祉センター

なすから男女共同参画フォーラム 13:30～16:00 烏山公民館
１５ 土 おはなし会 10:30～11:00
南那須図書館
おたのしみ会 14:00～15:00
烏山図書館
※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
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