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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    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成人式 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年 成人式 
案内状は、令和元年１０月１日現在で市内に住民登録がある人へ送

付しました。 

市外在住の参加希望者は下記あてお申し込みください。 

◇対象 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれ 

※現住所、出身地、出身校等を問わず参加できます。 

◇申込 下記事項を明記した封書、ハガキ、Ｅメールまたは電話で下

記あて申し込む。①氏名（ふりがな）、②性別、③案内状送付

先の郵便番号・住所・世帯主氏名、④生年月日、⑤電話番号、

⑥出身中学校、⑦市内の連絡先 

※①～⑥は必須、⑦は有する場合のみ実家等住所と世帯主を明記。 

※Ｅメールで申し込む場合は、件名に「成人式申込」等を必ず記載。 

【成人式開催概要】 
◇日時 令和２年１月１２日（日）午前１０時開式 

受付：午前９時～９時４５分 

◇場所 凮月カントリー倶楽部クラブハウス内（城山２６４１） 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

Ｅメール：shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp 

※１２月２８日（土）～令和２年１月５日（日）は閉庁日のため、申

し込み、問い合わせに対応できませんのでご注意ください。 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「燃やすごみ」の収集日にご注意ください 
年末の「燃やすごみ」の収集は、１２月２７日（金）が最終日です。 

◇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は収集しません。 

◇臨時収集日 令和２年１月４日（土） 

※臨時的に各ごみステーションのごみを収集します。 

※「生ごみ」は、水分を十分に切り重量を減らしたり、ごみの分別を

したりして、燃やすごみの量を減らしましょう。 

※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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■災害復旧支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民健康保険・後期高齢者医療保険の 

一部負担金還付申請 
 台風１９号により被災された本市の国民健康保険および後期高齢者

医療保険加入者で、下記の対象基準に該当する人が医療機関や薬局等

の窓口に一部負担金を支払った場合には、申請により還付します。 

◇対象基準 住家の全半壊、床上浸水 

◇対象期間 令和２年１月末日の診療分まで 

◇申請に必要なもの 領収書、罹災証明書、保険証、印かん、本人確

認書類（免許証等）、通帳（国民健康保険の場合は、世帯主または診

療を受けた人の口座、後期高齢者医療保険の場合は、診療を受けた

人の口座） 

※社会保険加入者は、加入する健康保険組合等にお問い合わせくださ

い。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

「なすから暮らし復興支援センター」が 

お手伝いします 
那須烏山市災害ボランティアセンターは、１１月２９日をもって閉

鎖しました。多くの皆様のご支援、ご協力をいただきありがとうござ

いました。なお、今後の復旧復興を支援するため、市内外ＮＰＯ、ボ

ランティア、社会福祉協議会等関係機関・団体が連携して運営する「な

すから暮らし復興支援センター」で被害を受けた納屋、庭、家庭菜園

畑等の片付けをお手伝いします。 

◇対象 自力で復旧することが困難な世帯および地権者 

◇活動範囲 

 ・対象世帯で、現に利用している納屋・庭・家庭菜園等の片付け。 

・被災地権者が、所有または共有し、現に利用している土地等の片

付け。 

・その他、被災住民・地域の要望に応じ柔軟に対応します。 

※ただし、空き家・空き地は対象外です。 

◇活動日 毎週火・木・日曜日の午前１０時～午後３時 

◇申込 平日の午前９時から午後４時までに電話等で下記あて申し込

む。 

■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

    ＮＰＯ法人トチギ環境未来基地 ☎０２８５－８１－５３７３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１２月１５日 Ｎｏ．３４２ 

広 報   おお  知知  らら  せせ  版版   
■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/ 

 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 
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台風１９号による 

被災中小企業・小規模事業者支援施策 
 国・県では、台風１９号により被災された中小企業・小規模事業者

を対象とした支援施策を実施します。なお、それぞれの支援施策には

一定の要件がありますので、詳細は、下記あてお問い合わせください。 

【中小企業等グループ補助金】 
 中小企業等がグループを形成して「復興事業計画」を策定し、県の

認定を受けた場合に、そのグループに参加する事業者が行う施設復旧

等の費用の一部を支援します。 

◇対象 台風１９号により被災した中小企業者または中小企業事業協

同組合等 

※あらかじめグループを形成して復興事業計画を策定し、県の認定を

受けることが必要です。交付決定前に行った事業についても、補助

対象とすることが可能です。 

◇補助率 ・中小企業者等：４分の３以内 

・中堅企業等：２分の１以内 

◇上限額 １５億円 

◇補助対象 施設、設備の復旧費用等（資材・工事費、設備調達や移

転設置費、取り壊し、除去費、整地、排土費等を含む。） 

【小規模事業者持続化補助金】 
 小規模事業者が商工会等の支援機関の支援を受けながら経営計画を

策定し、販路開拓などの事業再建に取り組む費用を支援します。 

◇対象 台風１９号により被災した小規模事業者 

※商工会等の支援を受けて経営計画を策定することが必要です。交付

決定前に行った事業についても、補助対象とすることが可能です。 

◇補助率 ３分の２以内 

◇上限額 ２００万円 

◇補助対象 機械装置等費、車両購入費、広報費、展示会等出展費、

旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝

金、委託費、設備廃棄等費、外注費 

※上記支援策の他、日本政策公庫による災害復旧貸付、県による台風

第１９号緊急対策資金といった低利な融資メニュー等、各支援施策

については、市ホームページ「令和元年台風第１９号に伴う災害に

関する被災中小企業・小規模事業者支援について」をご覧ください。 

■問合 県経営支援課 ☎０２８－６２３－２４２２ 

商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

■公共交通 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市営バス・デマンド交通 

年末年始運休日 
◇市営バス 令和２年１月１日（水・祝） 

◇デマンド交通 １２月２８日（土）～令和２年１月５日（日） 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ 

 ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■まちづくり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ＪＲ烏山線 アキュム車内絵画展 
美しくさらに愛される那須烏山市を目指し行われた「烏山線アキュ

ム絵画コンテスト」の入選作品をアキュムの車内に展示します。 

お出かけの際は、子どもたちの絵と車窓からの風景を楽しんでみて

はいかがでしょうか。 

◇期間 １２月２０日（金）～令和２年１月３１日（金） 

※展示期間は変更になる場合があります。 

※車両により展示内容が異なります。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ 

☎０２８７－８３－１１５１ 

山あげ会館内のコミュニティスペース 

「山あげコモンズ」をご利用ください 
宇都宮大学の学生や、烏山高校「烏山学」の取り組みにより、山あ

げ会館内にコミュニティスペース「山あげコモンズ」を期間限定で開

設しています。フリーＷｉ－Ｆｉ完備・飲食可能の快適なスペースで

すので、自主学習や歓談などに、ぜひ、ご利用ください。 

◇期間 １２月２日（月）～２２日（日）※定休日：毎週火曜日 

午前９時～午後５時 

◇場所 山あげ会館 

■問合 まちづくり課定住推進グループ 

 ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

放置自転車の引き取り期限 
令和元年１２月１１日にＪＲ烏山線各駅前駐輪場の環境美化のため、

放置と思われる自転車を撤去しました。 

撤去された自転車の所有者で、引き取りを希望される人は、引き取

り期限までに下記あてに必ず連絡してください。引き取り期限を経過

した場合、適宜処分しますので、ご注意ください。 

◇引き取り期限 令和２年１月３１日（金）午後５時まで 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■税務 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

建物を取り壊した場合や 

土地の利用状況を変更した場合は届出を 
固定資産税は、賦課基準日（毎年１月１日）現在の所有者に課税さ

れます。来年度の課税のため、次のような異動があった場合は下記あ

て届出をお願いします。 

◇届出が必要な場合 

・住宅や倉庫・車庫等を取り壊した場合 

・未登記の建物を売買・贈与した場合 

・土地、建物の所有者が死亡し、所有者が変更になった場合（所有

者の変更登記済の場合を除く。） 

・土地の利用状況を変更した場合 

■問合 税務課資産税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

確定申告で医療費控除を適用される人へ 
平成２９年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要と

なりましたが、「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。 

なお、税務署から「医療費控除の明細書」の記載内容の確認を求め

る場合がありますので、領収書は５年間保存する必要があります。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

■健康・福祉 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第１３回 元気あっぷ市民の集い 

 毎年２月２２日は「那須烏山市こころを元気にする日」、２月２０日

～２６日は「こころを元気にする週間」です。 

 今年は参加型・体験型の「元気なこころ」をつくる集いを実施しま

すので、ご家族みんなでお越しください。 

◇日時 令和２年２月２日（日）午前９時～正午 ※雨天決行 

◇場所 保健福祉センター 

◇内容 骨密度検診、焼きたてパン等の販売、参加型体験教室等 

※骨密度検診は市に住所を有している２０歳～８４歳の人で今年度に

受診していない人が対象です。 

※詳細は、「広報お知らせ版 令和２年１月１日号」に掲載します。 

※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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２０歳のピロリ菌検査（成人のお祝い） 

 ピロリ菌の有無を確認できる絶好の機会です。健康づくりのため、

ぜひ、検査を受けましょう。 

◇対象 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれ 

※令和元年１２月１日現在で市内に住民登録のある人には、通知しま

したので、検査を希望する人は、返信用封筒でご返信ください。 

※現在市外に住民登録をしているが、過去に本市に住民登録があり、

かつ、本市の成人式に参加の意思がある人で検査を希望する人は、

電話等で下記あてお申し込みください。 

◇助成金額 ６，０００円（検査費用） 

◇申込期限 令和２年１月１５日（水） 

◇実施期間 １２月２０日（金）～令和２年２月２９日（土） 

      （医療機関の診療日に限る。） 

◇検査方法等 次の①～⑥の手順で受診してください。 

①返信用の封筒等で健康福祉課に申し込む。 

 ②健康福祉課から受診票が届く。 

③下記の医療機関を参考に電話等で予約する。 

 ④予約日に受診し検査をする。 

 ⑤検査結果の説明を受ける。（⑤まで助成します。） 

 ⑥陽性の場合は、胃の内視鏡検査を受け除菌治療を行う。 

※⑥の除菌治療等は保険診療で自己負担となります。 

【医療機関】 
◇検査ができる医療機関（５０音順） 

医療機関 住所 電話番号 

烏山台病院 滝田１８６８－１８ ０２８７－８２－２７３９ 

佐野医院 中央２－１１－１７ ０２８７－８４－１６１６ 

七合診療所 中山１３７－１ ０２８７－８２－２７８１ 

山野クリニック 中央２－４―３ ０２８７－８４－３８５０ 

◇検査と除菌治療ができる医療機関（５０音順） 

医療機関 住所 電話番号 

阿久津クリニック 金井２－１－６ ０２８７－８３－２０２１ 

塩谷医院 田野倉１８３ ０２８７－８８－２０５５ 

滝田内科医院 金井１－１３－５ ０２８７－８２－２５４４ 

那須南病院 中央３－２－１３ ０２８７－８４－３９１１ 

林田医院 大金２１２－４ ０２８７－８８－２０５６ 

水沼医院 金井１－１４－８ ０２８７－８４－０００１ 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

女性のための健康講座 
 女性のための健康講座を開催します。自分のため・家族のために健

康について考える時間をつくってみませんか？ 

◇日時 令和２年１月１０日（金）午前１０時～正午 

 受付：午前９時３０分～ 

◇場所 保健福祉センター栄養指導室 

◇内容 健康薬膳 

◇講師 国際中医養生薬膳師 小鮒千文 氏 

◇対象 ２０代～５０代で市内に住所がある女性２０名（託児なし） 

◇費用 ８００円 

◇持物 筆記用具、飲物、エプロン、三角巾 

◇申込 １２月１７日（火）から２７日（金）までに電話等で下記あ

て申し込む。（定員になり次第締め切り。） 

※当初予定していた１月１８日（土）から日程変更になりました。 

※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 

■子育て支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

麻しん風しん混合予防接種はお早めに 
◇１期 (１回目) １歳～２歳の幼児 

※１歳を過ぎたら早めに医療機関で接種してください。 

◇２期 (２回目) 平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれ

の幼児（幼稚園・保育園の年長に該当する年齢の幼児） 

※令和２年３月３１日（火）までに、医療機関で接種してください。 

◇接種費用 県内の協力医療機関で接種する場合は、窓口での自己負

担はありません。協力医療機関以外で接種する場合は、接種費用の

助成があります。（限度額あり。） 

※接種対象期間を過ぎると接種費用は自己負担となります。 

※県内の協力医療機関については、栃木県医師会ホームページでご確

認ください。 

※接種を希望する場合は、必ず医療機関に連絡し予約をしてください。 

※予診票を紛失した場合は、こども課（保健福祉センター）または市

民課市民窓口（烏山庁舎）で受け取ってください。 

※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 

 

子育て支援センター きらきら 
【１月のおたんじょうかい】 
◇日時 令和２年１月１４日（火）午前１０時～１１時 

◇場所 子育て支援センターきらきら 

◇内容 おたのしみシアター、お誕生カード作り 

◇対象 １月生まれの未就園児と保護者１０組程度  

◇申込 令和２年１月７日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※お正月あそびを用意していますので遊びに来てください。  

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

 

ひとり親家庭の新入学祝い金 
 令和２年４月に新入学予定のお子さんがいるひとり親家庭を対象に、

入学準備金として祝い金を受給することができます。 

【ＳＡＷＡチャイルド基金】 
◇対象 ひとり親家庭のお子さんで、過去に受給していない人 

◇支給額等 １人につき、小学校：３万円（２０人）、中学校：５万円  

（３０人）、高校：５万円（５０人）※選考あり 

◇申込 令和２年１月２５日（土）必着で、応募用紙（下記備付）に

必要事項を記入し、①住民票、②収入が分かる書類等を添えて、「〒

１５０－００４６ 東京都渋谷区松濤１－７－２６ ＳＡＷＡチャ

イルド基金新入学応援金２０２０申込係」あて提出する。 

【ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ】 
◇対象 ひとり親家庭のお子さんで、過去に受給していない人（全国

で５００人） 

◇支給額 １人につき、小学校：１万円、中学校・大学・専門学校：

３万円、高校：４万円 ※選考あり 

◇申込 令和２年１月２７日（月）必着で、応募用紙（下記備付）に

必要事項を記入し、①児童扶養手当証書または遺族年金証書、②収

入が分かる書類等を添えて、「〒１０２－００７２ 東京都千代田

区飯田橋１－８－９ ニューシティハイツ飯田橋４０２ 認定ＮＰ

Ｏ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ新入学お祝い金２０２０ 事

務局」あて提出する。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

■診療所 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

境診療所の１２月の臨時休診 
 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 １２月１９日（木） 

■問合 境診療所  ☎０２８７－８２－２２９２ 
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 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。 
 
■総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

■農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

農業用免税軽油の免税証交付申請受付 
 令和２年中に使用する農業用免税軽油の免税証の交付申請を次によ

り受け付けます。 

◇期日等 

月日 対象地区 時間 場所 

1月１５日（水） 烏山地区 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

農政課 

（南那須庁舎） 
1月１６日（木） 

午前：烏山地区 

午後：南那須地区 

1月１７日（金） 南那須地区 

◇対象 農業を営み農業用機械に軽油を使用する人（令和２年分） 

※次の人には交付できませんので、ご注意ください。 

 ・免税軽油使用者が税の滞納処分を受け２年を経過していない人 

 ・「免税証の引取りに係る報告書」の提出がない人 

◇申請に必要なもの 

区分 申請書類等 

新規 

・耕作面積証明書（農業委員会発行） 
・栃木県収入証紙４２０円分 
・機械のメーカー名・型式・馬力等の分かるカタログ等（トラク
ターおよびコンバインは不要） 

・印かん 

継続 

・免税軽油使用者証 
・免税軽油の引取り等に係る報告書および添付書類（納品書等） 
・変更がある機械のメーカー名・型式・馬力等の分かるカタログ
等（トラクターおよびコンバインは不要） 

・印かん 

更新 
免税軽油使用者証の有効期間の始期が平成２９年中の場合 
・栃木県収入証紙４２０円分 
・その他必要書類は、上記「継続」申請と同じ 

機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行う場合は、上記の
ほかに次のものが必要になります。 
・耕作（農作業受委託）証明書（農業委員会で交付のもの） 
・農作業受委託に関する契約書の写し 

※収入証紙４２０円は現金でも預かりますが、つり銭のないように準

備してください。 

※酪農畜産経営者は、作業計画表（作業ごとの作付面積、軽油の使用

状況等）を添付してください。 

※共同利用の申請には、共同利用者全員の印かんが必要です。 

■問合 矢板県税事務所 ☎０２８７－４３－２１７３ 

農業委員会事務局（農政課内）☎０２８７－８８－７１１７ 

 

興野直売所イベント「歳末感謝セール」 
◇日時 １２月２４日（火）午前８時～ 

◇場所 興野農産物直売所（興野４１９－３） 

◇内容 野菜、加工品販売 

※５００円以上購入でくじ引きが１回できます。 

【年末年始の営業】 
年末は１２月３１日（火）午後１時まで、年始は令和２年１月５日

（日）からの営業となります。 

■問合 興野農産物直売所  ☎０２８７－８４－３３４８ 

 

■図書館・文化 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

年末年始の図書館休館日 
◇休館期間 １２月３０日（月）～令和２年１月３日（金） 

※図書の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用ください。（ＣＤ、

ＤＶＤ、ビデオテープは破損の恐れがあるため、開館日に直接カウ

ンターに持参してください。） 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 １２月２１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 

◇出演 図書館ボランティア 

◇内容 絵本の読み聞かせ、かんたん工作等 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おたのしみ会】 
◇日時 １２月２１日（土）午後２時～３時 

◇場所 烏山図書館児童コーナー 

◇出演 図書館ボランティア「たんぽぽ」 

◇内容 絵本の読み聞かせ、紙芝居、エプロンシアター、工作等 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 １２月２８日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 烏山図書館児童コーナー 

◇内容 絵本の読み聞かせ等 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

烏山図書館 ミニ図書館まつり 
◇日時 令和２年１月５日（日）午前９時３０分～午後３時３０分 

◇場所 烏山図書館 

◇内容 本のリサイクルや抽選会、子ども向けのガチャポン・千本    

つり大会、ブックコート掛け体験（事前予約制、先着１０名） 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

読み聞かせボランティア養成講座 
◇日時 令和２年１月２４日（金）午前１０時～正午 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 絵本の選び方、紙芝居の実践、お手玉遊び等 

◇講師 佐野短期大学児童文化言語表現非常勤講師 

アトリエびっき 加藤美智子 氏 

◇対象 図書館ボランティアに興味のある人、児童書に興味・関心 

のある人、家庭での親子読書に役立てたい人 

◇定員 先着２０名程度 

◇費用 無料 

◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    ＦＡＸ０２８７－８８－０２０４ 

 

栃木県立博物館市町連携事業 

ジオパーク構想教室参加者募集 
【ジオパークの先例に学ぶ：おおいた豊後大野ジオパーク】 
◇日時 令和２年１月１８日（土）午前１０時～正午 

受付：午前９時３０分～ 

◇場所 南那須公民館 

◇内容 ジオパークの先進地である「おおいた豊後大野ジオパーク」

を大解剖して解説します。 

◇講師 栃木県立博物館 河野重範 氏  

◇対象 小学生以上（４年生以下は保護者同伴） 

◇定員 先着２０名 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具、飲物等 

◇申込 令和２年１月１０日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※ジオパークとは、大地の歴史を物語る市内の地形や地質を守りなが

ら、観光や学習に活用できる場所です。 

■問合 生涯学習課ジオパーク推進室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

婚活イベント等男性参加者向けセミナー 
那須烏山市結婚相談所主催による結婚支援事業です。参加者一人ひ

とりの悩みに応えてくれるセミナーです。 

◇日時 令和２年１月２６日（日）午前１０時～午後１時 

◇場所 こども館 

◇内容 婚活パーティー等への参加を想定したコミュニケーション術

についての講演等 

◇対象 婚活イベント等への参加を予定している２０代～４０代まで

の独身男性 

◇費用 ５００円 

◇定員 ２０名程度 

◇申込 令和２年１月１０日（金）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 

 

旧烏山高等産業技術学校跡地からの残土搬出 
現在、那珂川町和見地内において、県営処分場に係る搬入道路工事を

行っています。搬入道路工事で必要となる土量約１６，５００㎥を旧烏

山高等産業技術学校跡地から下記のとおり搬出していますが、台風１９

号の影響により搬出作業に遅れが生じたため、搬出期間が下記のとおり

変更となりました。搬出期間中は運搬車両の通行等によりご迷惑をおか

けしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇発注者 栃木県 

◇施工業者 荒川・佐藤・舘林特定建設工事共同企業体 

◇場所 那須烏山市滝地内 旧烏山高等産業技術学校跡地（県有地） 

◇搬出期間 変更前：１０月１５日（火）～１２月上旬 

      変更後：１０月１７日（木）～令和２年１月上旬頃（後

片付け含む。） 

◇搬出ルート 国道２９４号（野上交差点経由）→八溝大橋→県道那

須黒羽茂木線→県営処分場 

■問合 県烏山土木事務所整備部 ☎０２８７－８３－１３１５   

県営処分場整備室 ☎０２８７－９２－１４１１ 

 

栃木県立美術館 山田耕筰と美術 
◇期間 令和２年１月１１日（土）～３月２２日（日） 

◇場所 栃木県立美術館（宇都宮市桜４－２－７） 

◇内容 「からたちの花」や「待ちぼうけ」等、日本を代表する作曲

家・指揮者として名高い山田耕筰の美術への関心と美術家た

ちとの共鳴に焦点をあて、この偉大な音楽家にまつわる造形

美術を広範に紹介します。 

※開館時間および入館料等詳細は、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 

 

ちびっこ探検学校ヨロン島参加者募集 
（公財）国際青少年研修協会では、小学生のための国際交流・野外

活動体験プログラムとして、毎年「ちびっこ探検学校ヨロン島」を実

施しています。興味がある人は下記あてお問い合わせください。 

◇日時 令和２年３月２６日（木）～４月１日（水）６泊７日 

◇場所 鹿児島県大島郡与論町 

◇内容 野外活動等を通した日本人小学生と在日外国人小学生の交流 

◇対象 小学校２年生～６年生 

◇費用 １５１，０００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 令和２年３月５日（木）までに下記あて申し込む。 

※事業説明会を令和２年１月～２月に全国１０都市（入場無料、事前

申し込み不要）で開催しますので、下記あてお問い合わせのうえ、

都合の良い日程でご参加ください。 

■問合 （公財）国際青少年研修協会 ☎０３－６４１７－９７２１ 

    ＵＲＬ：http://www.kskk.or.jp  Ｅメール：info@kskk.or.jp 

春休み海外研修交流事業参加者募集 
 （公財）国際青少年研修協会では、海外生活を通して交流を体験し、

国際感覚を養うことを目的に「春休み海外研修交流事業」を実施しま

す。はじめて海外へ行く人が多いですが、事前研修会では仲間作りか

らサポートしますので、安心して参加できます。 

 なお、研修費用等詳細は、下記あてお問い合わせください。 

【コース①】サイパン・南の島体験ホームステイ 
◇日程 令和２年３月２９日（日）～４月３日（金）６日間 

◇研修先 サイパン 

◇対象 小学校３年生～中学校３年生  

◇定員 １５名 

【コース②】ニュージーランド・スクール体験＆ホームステイ 
◇日程 令和２年３月２５日（水）～４月４日（土）１１日間 

◇研修先 南島ネルソン 

◇対象 中学校１年生～高校３年生 

◇定員 １０名 

【コース③】イギリス・英語研修＆ホームステイ 
◇日程 令和２年３月２６日（木）～４月４日（土）１０日間 

◇研修先 ボーンマス 

◇対象 中学校１年生～高校３年生 

◇定員 ２０名 

【コース④】イギリス・ジュニア英語研修＆ホームステイ 
◇日程 令和２年３月２９日（日）～４月４日（土）７日間 

◇研修先 ボーンマス 

◇対象 小学校４年生～中学１年生 

◇定員 １５名 

【コース⑤】カナダ・英語研修＆ホームステイ 
◇日程 令和２年３月２７日（金）～４月４日（土）９日間 

◇研修先 ビクトリア 

◇対象 中学校１年生～高校３年生 

◇定員 ２０名 

【コース⑥】カナダ・ジュニア英語研修＆ホームステイ 
◇日程 令和２年３月２７日（金）～４月２日（木）７日間 

◇研修先 バンクーバー 

◇対象 小学校４年生～中学校１年生 

◇定員 １０名 

【コース⑦】オーストラリア・生活文化体験ホームステイ 
◇日程 令和２年３月２６日（木）～４月４日（土）１０日間 

◇研修先 バサースト 

◇対象 小学校３年生～高校３年生 

◇定員 ２０名 

【コース⑧】フィリピン・プライベート英語研修＆ドミトリーステイ 
◇日程 令和２年３月２９日（日）～４月５日（日）８日間 

◇研修先 セブ島 

◇対象 高校１年生～３年生 

◇定員 １０名 

【コース⑨】カンボジア・農村ホームステイ＆アンコールワット遺跡群 
◇日程 令和２年３月２６日（木）～４月３日（金）９日間 

◇研修先 プノンペン、シムリアップ、コンポンチャム 

◇対象 小学校４年生～高校３年生 

◇定員 １５名 

【コース⑩】ネパール・ヒマラヤトレッキング体験＆学校訪問交流＆世界遺産見学 
◇日程 令和２年３月２７日（金）～４月４日（土）９日間 

◇研修先 カトマンズ、バクダプル、ポカラ、ダンプス 

◇対象 中学校１年生～高校３年生 

◇定員 １０名 

【申込・事前説明会】 
◇申込 事前に下記より資料を請求し、令和２年１月３１日（金）ま

でに申込書に必要事項を記入し、下記あて郵送する。 

※令和２年１月２４日（金）までに申し込んだ人は、早期割引１万円。 

◇事前説明会 事前説明会を令和２年１月に全国１０都市（入場無料、

事前申し込み不要）で開催しますので、下記あてお問

い合わせのうえ、都合の良い日程でご参加ください。 

■問合 （公財）国際青少年研修協会 ☎０３－６４１７－９７２１ 

    ＵＲＬ：http://www.kskk.or.jp  Ｅメール：info@kskk.or.jp 
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南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから・なすからサロン 
【ブラリなすから】 
 郷土の自然条件、そこに維持されてきた田園風景、歴史、民俗、文

化等について、散策を楽しみませんか。 

◇日時 令和２年１月４日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 大木須オオムラサキ公園 

◇散策コース 大木須・松倉山コース（歩行５ｋｍ程度）※山道あり。 

オオムラサキ公園 → 松倉山観音堂 → 松倉山山頂 

→ 大木須地内 → オオムラサキ公園 

◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員、理学博士 青島睦治 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。 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

☎０８０－６５１２－０１６８ 

【なすからサロン】 
各分野を代表する地元の講師陣による講座を開催します。 

◇日時 令和２年１月１９日（日）午後１時３０分～３時 

◇場所 南那須公民館第１会議室 

◇内容 なす・やみぞの民俗芸能 

◇講師 大田原市歴史民俗資料館長 木村康夫 氏（専門：民俗学） 

◇対象 どなたでも 

◇定員 先着５０名（事前申し込みは不要です。） 

◇費用 無料 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（上野） 

☎０２８７－８８－８８３７ 

 

令和元年度新春経済講演会 
◇日時 令和２年１月２２日（水）午後１時３０分～３時１５分 

◇場所 ホテル東日本宇都宮大和の間（宇都宮市大曽町４９２－１） 

◇内容 講演：２０２０年 日本経済の展望～誰も語らない日本経済

の行方 輝く地域、輝く企業は？～ 

    講師：作家・経済ジャーナリスト 渋谷和宏 氏 

◇定員 ５００名 

◇費用 無料 

◇申込 １２月２０日（金）までにＦＡＸまたはＥメールで下記あて

申し込む。（定員になり次第締め切り。） 

■問合（公財）栃木県産業振興センター ☎０２８－６７０－２６０６ 

ＦＡＸ０２８－６７０－２６１６ 

Ｅメール：kenshu@tochigi-iin.or.jp 

 

とちぎテレビのデータ放送をご覧ください 
 市内の郵便番号を登録した地上デジタル放送対応テレビで、市から

のお知らせ、イベント情報、各種事業等の情報を見ることができます。 

◇閲覧方法 チャンネルを「とちぎテレビ」に合わせ、リモコンの   

「ｄボタン」を押すと情報画面に切り替わります。 

※災害発生時にも順次情報が流れますので、災害情報等についてもデ 

ータ放送をご覧ください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 １２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 

 

栃木県立博物館 県博デー 
 もっと皆さんに博物館を知り楽しんでいただくために、「博物館の

日イベント」を毎月第３日曜日に開催しています。ご家族と、友達と

博物館で楽しく過ごしてみませんか。 

◇日時 令和２年１月１９日（日）午前９時３０分～ 

◇場所 栃木県立博物館（宇都宮市睦町２－２） 

◇内容 百人一首読み札ぬり絵、クイズにチャレンジ！、博物館コン

サート「Ｂｒａｎｄ－ｎｅｗ Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ（ゴスペル）」、

キッズツアー、学芸員とっておき講座「名所絵と旅」（要予約）等、

イベントが盛りだくさんです。 

※開館時間および入館料等詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 栃木県立博物館 ☎０２８－６３４－１３１１ 

 

■行事予定        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１２月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 月 
１歳児相談受付9:30～9:45 

１歳６か月児健診受付 13:00～13:30 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

１７ 火 
２歳６か月児相談受付9:30～9:45 

４か月児健診受付13:00～13:30 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

１８ 水 

心配ごと相談 

５歳児相談受付9:30～9:45 

８か月児健診受付13:00～13:30 

運動施設利用説明会（①15:00～、②19:00～） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

烏山公民館 

１９ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２０ 金 交通事故相談 県南那須庁舎 

２１ 土 
おはなし会10:30～11:00 

おたのしみ会14:00～15:00 

南那須図書館 

烏山図書館 

２２ 日 【休日当番医】阿久津クリニック ☎0287-83-2021 

２３ 月   

２４ 火   

２５ 水 
小学校・中学校終業式 

行政相談 

 

烏山庁舎 

２６ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２７ 金 

固定資産税第４期、国民健康保険

税第６期、介護保険料第６期、後

期高齢者医療保険料第６期納期

限・口座振替日 

 

２８ 土 
おはなし会14:00～14:30 

デマンド交通運休（～１月５日） 

烏山図書館 

 

２９ 日 【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） ☎0287-92-2034 

３０ 月 
【休日当番医】烏山台病院 

図書館年末年始休館日（～1 月 3 日） 

☎0287-82-2739 

 

３１ 火 【休日当番医】熊田診療所 ☎0287-88-2136 

※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 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

  


