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■診療所

■防災・防犯情報

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

熊田診療所の１１月臨時休診

南那須地区の防災行政無線が
令和３年３月で終了となります

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
◇熊田診療所休診日 １１月２７日（金）正午～午後５時１５分
■問合 熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６

平成１１年４月から運用してきた南那須地区の防災行政無線が、
令和３年３月で終了となります。
今後は、既に運用している「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」
（@Ｉｎ
ｆｏｃａｎａｌ）や防災メール等で、防災行政情報を取得いただきま
すようお願いします。なお、火災等の災害を周知するために、各消防
分団部の詰所にモーターサイレンの設置工事を行っています。
運用は、
令和３年１月から開始予定です。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

■雇用・就職等
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

令和３年度那須烏山市観光協会職員の募集
◇任用期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日
◇募集内容
人数

モーターサイレンの総合試験

嘱託職員１名

業務内容

キッチンスタッフ（仕込み、調理、料理の提供等）

勤務時間

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
※火曜日定休（祝日の場合は翌日）

勤務地
賃金

南那須地区の各消防分団部の車庫付近にモーターサイレンの設置工
事を行っていますが、令和３年１月からの本稼働に向けて総合試験を
実施します。期間中、一時的にモーターサイレン音が鳴り響くことが
ありますが、実際の火災とお間違えないようご注意ください。
◇試験期間 １１月２４日（火）～１２月１８日（金）
※土・日曜日を除く。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

龍門ふるさと民芸館

防災・行政情報配信サービスを登録しましょう

月額１６０，１００円

応募要件

■■■■■■■■■■

市では、防災・行政情報の配信サービスを行っています。スマート
フォンで下記のＱＲコードを読み取り、登録してください。なお、フ
ィーチャーフォン（ガラケー）等の場合は、これまでどおりメール配
信も並行して行いますので、引き続きご利用ください。
◇登録用ＱＲコード等

・調理経験者（飲食店経験者優遇）
・普通自動車運転免許

◇試験日 １２月１０日（木）
※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・適正試験等
◇応募方法 １１月３０日（月）までに履歴書（写真貼付）に必要事
項を記入し、下記あて提出する。
※直接持参する場合は山あげ会館開館日の午前８時３０分から午後
５時まで、郵送の場合は１１月３０日（月）必着です。
■問合 （一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７
〒３２１－０６２８ 金井２－５－２６

スマートフォン
（新システム）

フィーチャーフォン等
（現行システム）

App Store 用

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

Google Play 用

アイムペットセレモニー

ＵＲＬ：bousai.nasukarasuyama
-city@raiden3.ktaiwork.jp
※迷惑メール対策等受信拒否設
定をしている場合は、@raiden3.
ktaiwork.jp からのメールが受信
できるように設定の変更をし
てください。

あなたの大切なペットの安らかな
旅立ちをお手伝いいたします。
※App Store または Google Play で
「インフォカナル」と検索して
も登録できます。

フリーダイヤル 0120-88-2894
〒321-0532 栃木県那須烏山市藤田 1949-1
TEL 0287-88-2890 FAX 0287-88-1880

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７
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ハザードマップの再確認をしましょう

■市議会
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ハザードマップで自宅の近くにある「浸水想定区域・土砂災害特別
警戒区域・土砂災害警戒区域」を再確認しましょう。
大切な家庭を守るため、日頃から気象情報に注意し、避難場所を確
認する等、災害に備えましょう。
※ハザードマップは、市ホームページでも確認できます。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

市議会１２月定例会の傍聴
市議会１２月定例会の本会議や委員会等の傍聴では、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止に配慮いただくとともに、傍聴するとき
は、次の感染防止策にご協力をお願いします。
・マスクを着用してください。
（マスクは各自でご用意ください）
・体調が優れない人は入場をお控えください。
・手洗い、アルコール消毒の徹底をお願いします。
（会場にアルコー
ル消毒液を配置します）
■問合 議会事務局庶務議事グループ ☎０２８７－８８－７１１４

火災情報メールを登録しましょう
栃木北東地区消防指令センターでは、火災情報メール配信サービス
を行っています。右記のＱＲコードを読み取るか、
下記アドレスを直接入力して登録してください。
迷惑メール対策等受信拒否設定をしている場合は、
@sg-m.jp からのメールが受信できるように設定の
変更をしてください。
◇登録用アドレス t-nasu-119@sg-m.jp
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

■商工
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

いかんべふるさと便（１２月便）申込受付
那須烏山市の農家が丹精込めて作った新鮮な農産物詰め合わせ「い
かんべふるさと便」の申し込みを受け付けます。
◇内容 白餅、豆餅、漬物、味噌、キウイフルーツ、八ツ頭芋、切干
大根、芋がら、御膳そば（乾麺）等
※天候等の影響により内容を変更する場合があります。
◇費用 ５，０００円（送料込）
◇申込 １１月３０日（月）までにメールまたはＦＡＸで下記あて申
し込む。
※申込方法等詳細は、
（一社）那須烏山市観光協会ホームページ（http:
//yamaage.3g-kizuna.jp/machinaka/）でご確認ください。
◇発送 １２月２５日（金）予定
■問合 （一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７
ＦＡＸ０２８７－８４－１９７８
Ｅメール：yamaage-1977@ar.wakwak.com

火災情報テレフォンサービス
市内において火災が発生した際の情報をテレフォンサービスで案内
しています。
◇テレフォンサービス火災案内 ☎０２８７－２３－６１１９
※通話料金がかかります。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

栃木県防災メール
市の防災情報メールの他、栃木県でも地震や気
象の情報をメール配信するサービスを行っていま
す。右記のＱＲコードを読み取るか、下記アドレ
スを直接入力して登録してください。
迷惑メール対策等受信拒否設定をしている場合
は、@bousai-tochigi.jp からのメールが受信できる
ように設定の変更をしてください。
◇登録用アドレス bousaimail-entry@bousai-tochigi.jp
■問合 県危機管理課 ☎０２８－６２３－２１３６
県消防防災課 ☎０２８－６２３－２１３２

送り付け商法（ネガティブ・オプション）
にご注意ください
送り付け商法とは、注文していない商品を勝手に送り付けて代金請
求する手口の悪質商法です。本市においても、下記内容の相談が増え
ていますので、ご注意ください。

■国保・マイナンバー
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

大手通販会社から自分あてに荷物が届いた。頼んだ覚えは無いが、
住所と氏名が記載されていたため開けたところ安っぽいＴシャツ
が１枚入っていた。家族にも確認したが全く心当たりがない。持っ
ているのも不安なので処分してしまって良いか。

■■■■■■■■■■

国民健康保険・後期高齢者医療制度被保険者
が交通事故にあった時はすぐに連絡を

◇消費者へのアドバイス
・注文していない商品が届いた場合は、受け取りを拒否しましょう。
・代引きで届いた場合は、支払ってしまうと取り戻すことが困難で
す。家族の誰が注文したか分からない商品は受け取らず、一旦、
宅配業者に持ち帰ってもらいましょう。
・注文していない商品を受け取ってしまった場合でも、消費者が購
入を承諾しない限り売買契約は成立しません。商品が届いた日か
ら１４日間が経過すれば、商品を処分することができます。ただ
し、期間経過前に商品を使用した場合や消費した場合は、購入を
承諾したとみなされますのでご注意ください。
※商品の引き取りを請求すれば、その請求の日から７日間に短縮
できますが、事業者に電話番号等を知られてしまう可能性もあ
ります。
・しつこく請求書が送られてくる場合は、請求書の入った封筒を開
封せず、
「受領拒否」
と朱書きし、
ポストに入れて送り返しましょう。
・困ったときは１人で悩まずに、下記あてご相談ください。
※市消費生活センターの受付時間は、平日の午前９時～正午、午後
１時～４時３０分です。土・日曜日および祝日の相談は、消費者ホ
ットライン「１８８（局番なし）
」あてご連絡ください。
■問合 市消費生活センター ☎０２８７－８３－１０１４

国民健康保険・後期高齢者医療制度被保険者が、交通事故等の第三
者（自分以外の人）から傷害を受けた場合の医療費は、加害者の全額
負担が原則ですが、
「第三者行為による被害届」を提出することで、国
民健康保険・後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。医
療機関を受診する際は、速やかに届出をしてください。
※示談を済ませてしまうと国民健康保険・後期高齢者医療制度が使え
なくなる場合があります。
示談の前に必ず下記あてご連絡ください。
◇届出に必要なもの 印かん、保険証、交通事故証明書（後日可）
■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６

「電子証明書」の更新手続きには
事前予約が必要です
マイナンバーカードを持っている人で電子証明書更新の案内が届い
た人は、電話で下記あて予約のうえ、来庁してください。
◇更新手続き可能日時 平日の午前８時３０分～午後５時
※毎週木曜日の窓口延長業務では手続きできません。
■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６
市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０
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■農林業

健康診査を受け忘れていませんか？

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

健康診査は、新型コロナウイルス感染症対策に努めて実施していま
す。今年度は、令和３年１月７日（木）まで実施していますので、定
期的な健診とがん検診等を受診し、健康状態を確認しましょう。
◇日程等 ※全て申込が必要です。

農業委員および農地利用最適化推進委員の募集
農業委員および農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、次のと
おり農業委員と農地利用最適化推進委員を募集します。
◇農業委員 １９名
◇主な活動 農地の権利移動や許認可業務、担い手への農地の集積・
集約化、耕作放棄地の発生防止、新規参入の推進、その
他所掌事務に関する事項
◇農地利用最適化推進委員 ２５名
◇主な活動 担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・
解消、新規参入の促進、その他所掌事務に関する事項

日程

定数
１

担当区域
大金、東原、小河原、
田野倉、宇井、小倉、
岩子

１１月３０日（月）
１２月１４日（月）
１２月１６日（水）

１

令和３年１月６日（水）
◎婦人検診等あり
令和３年１月７日（木）
【最終日】

１

高瀬、大里

１

野上

１

小塙、森田

１

向田、落合

１

曲畑、曲田

１

大木須、小木須、横枕

１

福岡、八ケ代

１

上境、宮原、大沢

１

鴻野山

１

下境、小原沢

１

小白井、西野

１

興野

１

熊田、月次

１

滝田

１

藤田、南大和久

１

中山

１

三箇

１

谷浅見、八ケ平

１

上川井、下川井

１

大桶、白久

１

志鳥

２

午前８時３０分
～１０時３０分
※受付時間が異なる
場合があります。

１２月２４日（木）

※場所はすべて保健福祉センター（田野倉８５－１）です。
※感染症対策として、３密（密閉・密集・密接）を避けるため、受付
時間を指定します。受付時間は、健診日の約７日前に「集団健診の
お知らせ」でお知らせします。
※特定健診を受ける人は保険証、特定健診受診券（国民健康保険・後
期高齢者医療保険加入者）を持参してください。受診券の有効期限
が令和２年１２月１２日となっている場合でも使用できます。
※新型コロナウイルス感染症の動向により、
中止する場合があります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

毒キノコの食中毒に十分注意しましょう

【両委員共通事項】
◇任期 令和３年５月２２日～令和６年５月２１日（３年間）
◇応募資格 農業に関する識見を有し、職務を適切に行うことができ
る人
※他にも要件がありますので、詳細は、募集要項でご確認ください。
◇応募方法 １１月２日（月）～３０日（月）に届出様式（下記備付
および市ホームページ掲載）に記入し、下記あて提出す
る。
（土・日曜日および祝日を除く）
※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１１月３０日（月）必着です。
※詳細は、下記あて問い合わせるか、市ホームページでご確認ください。
■問合 農政課農地調整グループ（農業委員会事務局）
☎０２８７－８８－７１１７

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１２月２日（水）

令和３年１月５日（火）
◎婦人検診等あり

定数

神長、滝

受付時間

１２月１２日（土）

【農地利用最適化推進委員の担当区域・定数】
担当区域
中央、金井、南、初音、
旭、城東、愛宕台、表、
城山

申込締切日

■■■■■■■■■■

発熱等の症状がある場合の受診方法

毎年夏から秋にかけて、毒キノコによる食中毒が多く発生していま
す。県内では、今年８月に発生した死亡事例に続き、１０月にも毒キ
ノコが原因の食中毒が発生しました。食用であることがはっきりと分
からないものは、絶対に食べないようにしましょう。
キノコ食中毒のほとんどが家庭で発生していますが、販売店や飲食
店等の食品営業施設で発生することもあります。食中毒の原因となる
キノコ等の詳細は、厚生労働省や県のホームページに掲載されていま
すのでご確認ください。
◇毒キノコ食中毒を防ぐ４つのポイント
・食べられることがはっきり分かっているキノコだけを採る、食べ
る。
・少しでも不安があるときは専門家に見てもらうか、思い切って捨
てる。
・知人等への安易な「おすそ分け」をしない。
・キノコ狩りや調理の時は、毒キノコが混ざっていないことを確認
する。
（大丈夫と思っても食べる前には再確認する）
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

栃木県ノロウイルス食中毒予防推進期間

県では、インフルエンザ流行期に備え、多数の発熱患者等が適切に
相談・診察・検査を受けられる体制整備を行っています。発熱等の症
状がある場合は、下記の受診方法にご協力をお願いします。

１１月１日～３月３１日は「栃木県ノロウイルス食中毒予防推進期
間」です。冬季に多発する傾向があるノロウイルス食中毒を予防する
ために、ノロウイルスの特徴を知り、対策をしましょう。
◇ノロウイルスの特徴
・ウイルスは食品中では増えず、人のお腹で増える。
・感染力が非常に強い。
・症状が無くても感染していることがある。
◇食中毒予防のポイント
・石けんを使ってこまめに手を洗う。
・調理器具等の適切な消毒を行う。
■問合 県生活衛生課 ☎０２８－６２３－３１０９

【受診方法】
発熱等の症状がある場合は、まず、かかりつけ医等最寄りの医療機
関に電話で症状等を相談のうえ、受診してください。
なお、かかりつけ医等最寄りの医療機関に連絡できない場合は、栃
木県受診・相談センター（☎０５７０－０５２－０９２）あて連絡し
てください。
※栃木県受診・相談センターは、２４時間対応です。
（土・日曜日およ
び祝日を含む）
※検査の可否は医師の判断となります。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５
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■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

子育て支援「１２月の移動出前サロン」
■■■■■■■■■■

◇日時 毎週木曜日 午前９時３０分～午後１時３０分
※降雪等の悪天候時は中止となる場合がありますので、開催の有無に
ついては下記あてお問い合わせください。
◇場所 藤田公民館（藤田７８４）
◇内容 手遊び、親子体操等で子育て支援員と一緒に遊びましょう！
※内容は、市ホームページでも確認できます。
◇対象 市内在住の未就園児と保護者等
◇申込 事前申し込みは不要です。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、同時に利用できる人数は
３組程度とし、利用時間は 1 組 1 時間程度とします。
※利用する際はマスクを着用してください。また、発熱等の症状があ
る人は、利用をご遠慮ください。
※室内での飲食はご遠慮ください。
（ただし、
水分補給のための飲料は
可能です）
※月曜日・祝日は休館です。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

こどもインフルエンザ予防接種
季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行を防
ぐため、積極的に予防接種を受けましょう。
◇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
◇実施期間 １０月１日（木）～令和３年１月３０日（土）
※有効性を高めるため、
１２月中旬までに接種することをお勧めします。
◇助成金額 １回 ２，０００円
※１３歳未満が２回接種する場合には、２回分の助成が出ます。
◇接種方法

【市内および那珂川町の医療機関で接種する場合は申請不要です】
・接種費用から１回あたり２，０００円差し引いた額を支払います。
・予診票は医療機関に請求するか、こども課（保健福祉センター）
または烏山庁舎正面玄関ロビーで取得し、
必要事項を記入のうえ、
医療機関に提出してください。

■学校教育

【上記以外の医療機関で接種する場合は申請が必要です】
窓口において全額自己負担で支払った後、こども課（保健福祉セン
ター）へ申請することで、１回につき上限２，０００円を助成します。
◇申請期間 接種日～令和３年２月２６日（金）
◇申請場所 こども課（保健福祉センター）
◇持物
・領収書（原本で「お子さんの名前」と「インフルエンザ予防接種代」
が明記されたもの）
・印かん（スタンプ式以外）
・接種したお子さんの保護者の金融機関の口座情報（通帳のコピー可）
・接種したお子さんの母子健康手帳
◇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。
・同一家族に接種を受けたお子さんが数名いる場合は、まとめて申
請してください。
・事前に医療機関へ予約し、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

はじめてばこ ＴＯＣＨＩＧＩ
栃木に生まれてきてくれた赤ちゃんへ生まれてきてくれてありがと
うの気持ちを込めて、赤ちゃん応援グッズをプレゼント！
赤ちゃんとママ、パパのはじめてを応援します。
◇対象 申し込み時点で満1 歳未満の栃木県内に住民登録されている
赤ちゃん
※詳細は、右記ＱＲコードを読み取るか、はじめて
ばこホームページ（https://tochigi-hajimetebako.c
om/）でご確認ください。
■問合 （株）とちぎテレビ「はじめてばこ事務局」
☎０２８－６２３－００３２

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

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、市県民税が非課税（原則、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）
・児童扶養手当（児童手当、特別児童扶養手当、ひとり親家
庭医療費助成とは異なります）を受給している世帯
◇支給額 小学校：５１，０６０円、中学校：６０，０００円
◇申込 １２月１日（火）から令和３年１月２２日（金）までに申請
書（下記備付および市ホームページ掲載）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）
※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

■図書館

妊婦・産後ママサロン「自力整体」

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

からだのバランスを整え、腰痛やむくみを予防しましょう。
◇日時 １２月１日（火）
受付：午前９時４０分～１０時
◇場所 保健福祉センター
◇内容 自力整体
◇対象 市内在住の安定期に入った健康な妊婦および市内在住の
産後１か月以上１年６か月未満の人 先着１０名
※託児を希望する人は、申込時にご相談ください。
※妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。
◇持物 動きやすい服装、飲物、母子健康手帳、託児を希望する人は
おむつやミルク等のおでかけセット
◇申込 １１月２５日（水）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

■■■■■■■■■■

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

１１月２１日（土）午前１０時３０分～１１時
南那須図書館多目的ホール
絵本の読み聞かせ等
南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

【烏山図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇内容
■問合
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１１月２８日（土）午後２時～２時３０分
烏山図書館児童コーナー
絵本の読み聞かせ等
烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

■文化
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

志鳥倶楽部 田んぼの学校
２０２０収穫感謝祭

■■■■■■■■■■

◇日時 １１月２８日（土）午前１０時～午後０時３０分
◇場所 志鳥上公民館（志鳥１７９８）
◇内容 ・里山コンサート
・絵本の読み聞かせ
・クリスマスリースを作ろう
・手作りたこ揚げ、ペットボトル・ロケット飛ばし
・里山風景の写真展示
◇費用 無料
※今年は、感染症対策のため食事会は行いません。
■問合 志鳥倶楽部（滝田） ☎０９０－４１６７－３２１３

「那須烏山市のジオサイトを知ろう」講座
参加者募集
まちの新しい見所、ジオサイトをガイドと一緒に歩きましょう。
◇日時 １２月６日（日）午前９時～正午
※小雨決行、荒天中止
◇集合場所 市役所南那須庁舎駐車場
◇内容 「河原の石ころさがし：化石も見つかるかもね！？」
◇講師 那須烏山ジオガイド ほか
◇対象 どなたでも
※小学生以下は保護者同伴、中高生は保護者等送迎。
◇定員 １５名程度
◇費用 無料
◇持物 飲物、動きやすい服装、帽子
◇申込 １１月１６日（月）～１２月４日（金）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。
※当日は検温し、マスクを着用のうえお越しください。
※新型コロナウイルス感染症の動向により中止する場合があります。
■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３

森林の仕事ガイダンスｉｎ宇都宮
◇日時 １１月２８日（土）午後１時～４時
◇場所 コンセーレ（宇都宮市駒生町１－１－６）
◇内容 林業作業の内容や研修制度の説明、就業情報の提供等（仕事
の相談もできます）
◇対象 林業就業に関心のある人
◇費用 無料
◇申込 １１月２６日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 栃木県森林組合連合会 ☎０２８－６３７－１４５０

■その他
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

県立県北産業技術専門校 施設内訓練生募集
女性への暴力を考える講演会
暴力が起こる背景を理解し、ＤＶや児童虐待によって家族間の信頼
関係が崩れていくことを防ぐためにはどうすればよいかを共に考えま
しょう。
◇日時 １２月１２日（土）午後１時３０分～３時３０分
◇場所 パルティ とちぎ男女共同参画センター（宇都宮市野沢町４－１）
◇内容 暴力による「心の支配」
～ＤＶと児童虐待を防ぐために必要なこと～
◇講師 武蔵大学社会学部社会学科教授 千田有紀 氏
◇対象 どなたでも
◇定員 先着７０名
◇費用 無料（ただし、一時保育を希望する場合は１人につき５００
円かかります）
◇申込 １２月１１日（金）までに電話等で下記あて申し込む。
※ＦＡＸで申し込む場合は、氏名、住所、電話番号、生年、一時保育
希望の有無を記載してください。また、センターホームページ
（http://www.parti.jp/）からも申し込みできます。
※一時保育を希望する場合は、１１月２７日（金）までにお申し込み
ください。
■問合 とちぎ男女共同参画センター ☎０２８－６６５－８３２３
ＦＡＸ０２８－６６５－８３２５

施設内訓練生（１月コース）を募集します。
◇対象 新たに職業に就こうとする人または職業を転換しようとする
人（就職氷河期世代向け、おおむね平成５～１６年に学校卒
業した人）
◇学科・訓練期間
科名
定員
訓練期間
ＣＡＤ基礎科

１０人

令和３年１月６日（水）
～３月２４日（水）

◇試験日 １２月１６日（水）午前９時～
◇試験会場 栃木県立県北産業技術専門校
（那須町高久甲５２２６－２４）
◇試験方法 適性試験および面接試験
◇費用 無料（ただし、教材等購入費等の一部経費は自己負担です）
◇申込 事前にハローワークで求職申し込みをし、職業相談を受けた
うえ、指定の入校願書および履歴書をハローワークあて提出
する。
◇応募締切 １２月１１日（金）
◇見学会 １２月１日（火）受付：午後１時～
※事前予約は不要です。直接会場までお越しください。
■問合 県立県北産業技術専門校 ☎０２８７－６４－４０００

高校生の保護者のための合同企業説明会

沖縄アドベンチャースクール わくわく海あそび

県では、高校生の保護者を対象に合同企業説明会を開催します。
◇日程等
会場
日時
場所
１２月１３日（日） ホテルニューイタヤ
宇都宮会場
午後１時～３時
（宇都宮市大通り２－４－６）
１２月１９日（土） サンプラザ
栃木会場
午後１時～３時
（栃木市片柳町２－２－２）
◇内容 ・第１部：ミニセミナー
・第２部：企業個別説明会
◇定員 各回先着１００名
◇費用 無料
◇申込 事前申し込みが必要となります。詳細は、下記あてお問い合
わせください。
■問合 （株）ワークエントリー 栃木事業部
☎０２８－６１２－８６４３

（公財）国際青少年研修協会では、全国から参加する子ども達が生
活を共にし、様々な野外活動を体験するプログラム「沖縄アドベンチ
ャースクール わくわく海あそび」を実施します。興味のある人は、
下記あてお問い合わせください。
◇日時 １２月２６日（土）～３０日（水）４泊５日
◇場所 沖縄県南城市および那覇市
◇内容 ハリー船体験、沖縄伝統料理体験、クラフト体験、海あそび、
星空観察、鍾乳洞見学、ビーチコーミング等
◇対象 小学３年生～中学３年生
◇定員 先着２０名（最少催行人員１０名）
◇費用 ６１，０００円（宇都宮駅出発の場合）
※旅費は出発地によって異なります。
◇申込 １２月７日（月）までに下記あて申し込む。
■問合 （公財）国際青少年研修協会 ☎０３－６８２５－３１３０
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落ち葉でアート
～落ち葉を拾って作品を作ろう～

栃木県立美術館 展覧会
【
「竹の息吹き」人間国宝 勝城蒼鳳と藤沼昇を中心に】
◇期間 １２月２０日（日）まで
◇場所 栃木県立美術館（宇都宮市桜４－２－７）
◇費用 一般９００（８００）円、大・高生６００（５００）円、
中学生以下無料、
（ ）内は２０名以上の団体料金
※期間中の休館日等詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 栃木県立美術館 ☎０２８－６２１－３５６６

◇日時 １１月２９日（日）午前１０時～１１時３０分 ※荒天中止
◇場所 清水川せせらぎ公園西側（岩の噴水付近）
◇内容 自分で拾った落ち葉や枝を紙に貼ったり、ちぎったり、色を
塗ったりして作品を作ります。身近な秋を見つけよう！
◇対象 市内在住の未就学児および小学生 ２０組程度
※保護者の同伴が必要です。
◇費用 １組２００円（団体保険料、材料費等）
◇持物 工作に必要なもの（はさみ、のり、カラーペン等）
、レジャー
シート
◇申込 １１月２８日（土）までに下記あて申し込む。
※感染症対策のため、マスク着用、事前の検温、手洗い・消毒の徹底、
参加者名簿の作成等にご協力をお願いします。
■問合 なすから子結び団（大橋） ☎０９０－４８４３－９０９１

行政相談所
総務大臣からの委嘱を受けた行政相談委員が、役所の仕事に対する
苦情や要望を受け付けて、公平・中立の立場から関係機関への通知等
を行います。毎月「心配ごと相談」で実施している定例相談のほか、
下記により相談所を開設しますので、気軽にご相談ください。
なお、相談は無料で秘密は絶対に守られます。
◇日時 １１月２５日（水）午前９時～正午
◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室（事前申し込みは不要です）
■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２

南那須の自然と文化を考える会
ブラリなすから
◇日時 １２月５日（土）午前９時３０分集合
◇集合場所 花立峠駐車場
◇散策コース
「解石神社と稲積神社」
（歩行６．５ｋｍ程度）※山道、急坂あり
花立峠 → 山道 → 解石神社 → 道祖神（市指定文化財）
→ 稲積神社 → 鳴井上遺跡 → 境小学校
◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員・理学博士 青島睦治 氏
那須烏山市観光ガイド 松本将樹 氏
◇費用 無料
◇持物 動きやすい服装、飲物等
※事前申し込みは不要です。直接集合場所にお越しください。
※感染症対策のため、検温する等、健康状態を確認してからご参加く
ださい。
■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本）
☎０８０－６５１２－０１６８

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１１月下半期の行事予定
日 曜日

１７ 火
１８ 水 心配ごと相談

アプリ マチイロ

スマートフォンやタブレ
ット端末にアプリ「マチ
イロ」をダウンロードし
てください。

ＱＲコード等

窓口延長業務（～19：00）
烏山庁舎・保健福祉センター
妊婦・産後ママサロン（要予約） 保健福祉センター

２０ 金

１歳児相談受付 9：30～
１歳６か月児健診受付 13：00～

２１ 土 おはなし会 10：30～11：00

https://machiiro.town/

気になる広報紙をパソコ
ンやスマートフォンでま
とめてチェック！
https://mykoho.jp/

メールマガジン

内容等

南那須図書館

２３ 月

勤労感謝の日
【休日当番医】七合診療所

☎0287-82-2781

２４ 火

２歳６か月児相談受付 9：30～
４か月児健診受付 13：00～

保健福祉センター
保健福祉センター

２５ 水

５歳児相談受付 9：30～
行政相談

保健福祉センター
烏山庁舎

２６ 木 窓口延長業務（～19：00）
２７ 金

◇広報お知らせ版
名称

保健福祉センター
保健福祉センター

２２ 日 【休日当番医】佐藤医院（ 那 珂 川 町 ） ☎0287-96-2841

栃木県の電子書籍を無料
T O C H I G I ebooks で閲覧できる地域特化型
（栃木イーブックス） 電子書籍ポータルサイト
です。
https://www.tochigi
-ebooks.jp/

マイ広報紙

保健福祉センター

１９ 木

◇広報なすからすやま
内容等

行事予定

１６ 月 特定健診・がん検診（予約者の日） 烏山体育館

アプリやサイトから広報紙が見られます
名称

■■■■■■■■■■

２歳児相談受付 9：30～
３歳児健診受付 13：00～

烏山庁舎・保健福祉センター
保健福祉センター
保健福祉センター

ＱＲコード等

毎月１日、１５日発行の
広報お知らせ版をメール
配信します。

２８ 土 おはなし会 14：00～14：30

烏山図書館

２９ 日 【休日当番医】林田医院

☎0287-88-2056

特定健診・がん検診
保健福祉センター
市県民税第３期、国民健康保険税
３０ 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

nasukarasuyama@req.jp
※「nasukarasuyama@req.jp」
「info@city.nasukarasuyama.lg.jp」から受信
できるようメール受信設定のうえ、メールマガジンの登録をしてく
ださい。詳細は、市ホームページでご確認ください。
■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２
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