
 

- 1 - 

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    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通規制 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山マラソン大会開催に伴う交通規制 
◇日時 １２月１日（日）午前８時～正午頃 

◇区間 にこにこ保育園入口～市役所南那須庁舎～大里～曲畑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※点線および太線が交通規制区間です。 

※点線（市役所前～南那須公民館、会場～荒井工業㈱）の区間は、  

【午前８時～正午】の時間帯が通行止めとなります。 

※点線（にこにこ保育園入口～田野倉交差点～市役所前～会場）の区

間は、【午前１０時～午前１０時３０分】の時間帯が一時的に通行止

めとなりますので、ご協力をお願いします。また、皆様の沿道での

温かいご声援をお願いします。 

◇駐車場 参加者は指定された駐車場、一般来場者は、南那須中学校

駐車場をご利用ください。（駐車台数に限りがありますの

で、あらかじめご了承ください。） 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

■市役所庁舎等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

庁舎整備・防災情報伝達システム 

・立地適正化計画策定 住民説明会 
 台風１９号の影響により延期していた１０月１６日（境公民館）、 

１７日（烏山南公民館）の「まちづくりの拠点施設となる庁舎整備」・

「新たな防災情報伝達システム」・「都市再生特別措置法に基づく立地

適正化計画」に係る住民説明会を下記のとおり開催します。市民であ

れば、対象行政区以外の場所でも参加できますので、多くの市民の皆

さんにご出席いただき、ご意見ご提言等をお寄せください。 

◇日程等（時間は午後７時～おおむね２時間程度です。） 

日程 対象行政区 場所 

１１月２５日（月） 上境、下境、小原沢 旧境保育園 

１１月２７日（水） 神長、滝、野上、向田、落合 烏山南公民館 

※２５日（月）は、会場を境公民館から旧境保育園に変更しています

ので、ご注意ください。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

    総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

    都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

■市民秋まつり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

２０１９那須烏山市民秋まつり 

「花火大会」を開催します！ 
 台風１９号の影響により延期していた２０１９那須烏山市民秋まつ

り「花火大会」を開催しますので、皆さん遊びに来てください！ 

◇開催日 １１月１６日（土）小雨決行・荒天順延 

◇場所 保健福祉センター大駐車場およびその周辺 

※大駐車場は花火の観覧席として自由解放します。 

◇内容 ・自由広場おもてなしコーナー（午後２時～８時） 

     焼き鳥、牛串、たこ焼き、から揚げ、各種ドリンク等 

    ・打上花火（午後６時～７時） 

■問合 那須烏山市民秋まつり実行委員会 

まちづくり課 ☎０２８７－８３－１１５１ 

商工観光課 ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１１月１５日 Ｎｏ．３４０ 

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。） 

 

 

時間帯交通規制区域（通行止）

【午前８時～正午】 　

【午前１０時～午前１０時３０分】

時間帯交通規制区域
【午前９時～正午】 至　熊田

　 至　大金台

ハーフコース

　 　 　 　 　
　 　 　 　

　 　 　
　 　

　 　
至　小倉 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　
南那須庁舎 　 　 　 　 　 　 　

至宝積寺 　 　

　 　 　 至　神長
　 　

至烏山

至　森田

至　八ヶ代 　
　 　

　 　 至　輪之内
　
　

曲畑自治会 ●
公民館

県道宇都宮向田線
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山中交差点

高瀬交差点

JR烏山線

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

かましん

片側交互通行

大金トンネル

荒川橋

新荒川橋

足利
銀行

大金吊り橋

南那須

運動場

にこにこ

保育園

図書館

大金駅

台風19号の被害により×印が通行でき

ないため、コースを一部変更しております。
選手は南那須Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場
内を走行します。

宇都宮那須烏山線

南那須

公民館
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■災害支援制度 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和元年台風第１９号の暴風雨による災害に対する那須烏山市被災者支援制度 
 

区分 支援策 内容 対象 問合 

相 

談 

納税相談 
災害被害により、市税等の納付が困難な人は、ご相談

ください。 
被災した人 

税務課（烏山庁舎１階） 

☎０２８７－８３－１１１４ 

健康相談 

被災した人で健康に不安がある人を対象に健康相談を

行います。保健福祉センターでの来所相談、家庭訪問

による相談に応じます。 

被災した人 
健康福祉課（保健福祉センター） 

☎０２８７－８８－７１１５ 

住 

ま 

い 

に 

関 

す 

る 

こ 

と 

住宅の応急修理 
災害により、「全壊、大規模半壊、半壊または準半壊

した住宅」を被災者に代わり応急修理します。 

応急修理をすることで 

居住が可能となる人 

都市建設課（南那須庁舎１階） 

☎０２８７－８８－７１１８ 

応急仮設住宅（賃貸型） 
市内アパートに応急仮設住宅として入居できます。 

（住宅の応急修理を行っていない人） 

住宅が被災した世帯 

・住宅の全壊 

・住宅の大規模半壊 

・住宅の半壊 

県住宅課（賃貸型応急住宅担当） 

☎０２８－６２３－２４８８ 

県営住宅緊急入居 県営住宅の無償提供を行っています。 
居住用家屋が被害を受け、

住居に困っている人 

県住宅課 

☎０２８－６２３－２４８４ 

民間賃貸住宅（有償） 
住宅が被災した人に、直ちに入居可能な近くの民間賃

貸住宅の情報提供を行っています。 
被災した人 

県住宅課 

☎０２８－６２３－２４８４ 

被災者生活再建支援 
住宅の被害により、その生活基盤に著しい被害を受け

た世帯に支援金を支給します。 

住宅が被災した世帯 

・住宅の全壊 

・住宅の大規模半壊 

・住宅が半壊し解体 
総務課（烏山庁舎２階） 

☎０２８７－８３－１１１７ 災害見舞金 
被災者生活再建支援金が支給されない世帯に、見舞金

を支給します。 

住宅が被災した世帯 

・住宅の床上浸水 

災害復旧等支援金 

被災者生活再建支援金が支給されない世帯で、住宅・

店舗・工場・倉庫・その他の建物に著しい被害を受け、

復旧工事を行った被災者に、支援金を交付します。 

被災した建物の所有者 

日赤救援物資の配布 毛布、緊急セットを配布します。 
寝具等が浸水した世帯、避

難所等に避難している人 社会福祉協議会本所 

☎０２８７－８８－７８８１ 

社会福祉協議会烏山支所 

☎０２８７－８４－１２９４ 

手ほ 
伝し 
っい 
てこ 
 と 

災害ボランティア 

災害ボランティア派遣に関する相談 

・災害ごみの片づけ 

・清掃 

・集積所への運び出し 

被災した世帯 

衛関 
生す 
にる 
 こ 
 と 

浸水家屋の消毒 
消毒液の配布 

◇配布期間 １１月２９日（金）まで 
被災した世帯 

健康福祉課（保健福祉センター） 

☎０２８７－８８－７１１５ 

ご関 
みす 
にる 
 こ 
 と 

災害ごみの受入れ 

◇予約制 持ち込み予定時刻の1時間前までに予約 

◇日時 平日の午前１０時～午後３時 

◇場所 大桶運動公園（大桶１９２６－９） 

◇その他 搬入時は荷下ろしの補助者の同伴が必要 

被災した世帯 
まちづくり課（烏山庁舎１階） 

☎０２８７－８３－１１２０ 

減 

免 

等 

に 

関 

す 

る 

こ 

と 

国民健康保険 

医療機関の窓口で被災した旨を申告することで、保険

証の提示や医療保険の窓口負担が不要になります。 

※入院時の食費・居住費等はお支払いいただく必要が

あります。 

※後日、市および後期高齢者医療広域連合から内容の

確認をさせていただくことがあります。 

※社会保険加入者は、加入する健康保険組合等あてお

問い合わせください。 

住宅が被災した世帯 

・住宅の全半壊、床上浸水 

※罹災証明書の提示は必

要なし。 

市民課（烏山庁舎１階） 

☎０２８７－８３－１１１６ 

後期高齢者医療保険 

国民年金 

災害等で大きな被害を受けたことにより、国民年金保

険料の納付が困難な場合、申請をして承認されると保

険料の全額が免除されます。 

災害により住宅、家財、そ

の他の財産について、おお

むね２分の１以上の損害

を受けた人 

宇都宮東年金事務所 

☎０２８－６８３－３２１１ 

※申請は市役所市民課（烏山庁

舎１階）でも可 

☎０２８７－８３－１１１６ 

国民健康保険税 

被害の程度に応じ、税等を減免します。 被災した人 
税務課（烏山庁舎１階） 

☎０２８７－８３－１１１４ 

後期高齢者医療保険料 

個人住民税 

介護保険料 

固定資産税 



- 3 - 

 

 

区分 支援策 内容 対象 担当課（問合先） 

減 

免 

等 

に 

関 

す 

る 

こ 

と 

障害福祉サービス 
被害の程度に応じ、利用者負担金を減免します。 被災した人 

健康福祉課（保健福祉センター） 

☎０２８７－８８－７１１５ 
介護サービス 

保育料 被害の程度に応じ、保育料を減免します。 被災した人 
こども課（保健福祉センター） 

☎０２８７－８８－７１１６ 

放課後児童クラブ利用料 被害の程度に応じ、利用料を減免します。 被災した人 
こども課こども館 

☎０２８７－８０－０２８１ 

水道料金 
浸水した被災住居の洗浄用途として水道料金を減免し

ます。 

住宅が浸水被害にあった

水道使用者 上下水道課（水道庁舎） 

☎０２８７－８４－０４１１ 
下水道使用料 

水道料金において減免した水量に対する下水道使用料

を減免します。 

住宅が浸水被害にあった

水道使用者 

ＮＨＫ放送受信料 
床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信料

が令和元年１０月から１１月まで免除されます。 
被災した人 

ＮＨＫ宇都宮放送局 

☎０２８－６３４－００８８ 

融 

資 

・ 

貸 

付 

に 

関 

す 

る 

こ 

と 

災害復旧融資制度 

・建設、購入：住宅が「全壊」「大規模半壊※」「半壊※」

した人 

※被災住宅の修理が不能または困難である場合 

・補修：住宅に被害が生じた人 

被災した世帯 

住宅金融支援機構 

お客さまコールセンター 

☎０１２０－０８６－３５３ 

災害援護資金の貸付 

住宅に半壊以上の被害を受けた場合、その被害の状況

と所得状況に応じて、災害援護資金の貸し付けが受け

られます。 

被災した世帯 
健康福祉課（保健福祉センター） 

☎０２８７－８８－７１１５ 

生活福祉資金の貸付 

主に低所得世帯に対し、災害を受けたことにより、臨

時に必要とする経費の貸し付けを行います。 

※市で実施する災害援護資金が優先されます。 

被災した世帯 

社会福祉協議会本所 

☎０２８７－８８－７８８１ 

社会福祉協議会烏山支所 

☎０２８７－８４－１２９４ 

災害復旧貸付 
日本政策金融公庫が、被災した中小企業・小規模事業

者に対して、低利な融資を行います。 

被災した中小企業・小規模

事業者 

日本政策金融公庫宇都宮支店 

中小企業事業 

☎０２８－６３６－７１７１ 

国民生活事業 

☎０２８－６３４－７１４１ 

証関 
明す 
にる 
 こ 
 と 

罹災証明書の発行 損害のあった建物について、罹災証明書を発行します。 罹災した人 
税務課（烏山庁舎１階） 

☎０２８７－８３－１１１４ 

被災証明書の発行 

上記の罹災証明書が対象としない住家以外の建物や家

財・自動車等について、被災した事実を証明する被災

証明書を発行します。 

被災した人 

※被災状況の写真を持参

してください。 

総務課（烏山庁舎２階） 

☎０２８７－８３－１１１７ 

農関 
業す 
にる 
 こ 
 と 

農地等の災害復旧事業 

被災した農地の復旧に対し、国庫災害復旧事業を導入

し支援します。 

被災した農家 
農政課（南那須庁舎１階） 

☎０２８７－８８－７１１７ 
被災した農業用施設（水路、ため池、農道等）の復旧

に対し、国庫災害復旧事業を導入し支援します。 

農業経営再建のための各種支援を行います。 

そ 
の 
他 

義援金の募集 
被災した人を支援するため、義援金を募集します。 

◇募集期間 令和２年１月３１日まで 
  

会計課（烏山庁舎１階） 

☎０２８７－８３－１１１９ 

 

 

■上下水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

境東取水場（下境地内）の 

仮復旧工事が完了しました 
台風１９号による被害の後、境浄水場（上境地内）から境東水道区

域へ水を供給していましたが、１１月１１日（月）に取水場の仮復旧

工事が完了しましたので、被害前と同様の井戸からの取水が可能にな

りました。長期間の節水にご理解ご協力いただきありがとうございま

した。 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

浄化槽が浸水してしまったら 
 浄化槽が浸水した場合、ブロワの故障や槽内への土砂の流入等によ

り、汚水処理ができなくなっている可能性があります。 

 台風１９号で被災し、浸水被害を受けた家屋の浄化槽は、早急に保

守点検業者に点検を依頼してください。  

■問合 上下水道課下水道グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

台風１９号被害に係る水道料金等の減免 
◇対象 台風１９号で被災した水道・下水道使用者で、市で給水中の

家屋が浸水被害を受け、その家屋の清掃等に水道水を使用した人。 

ただし、以下の場合は減免の対象となりません。 

・申請書を提出しない人  

・井戸水のみ使用の人 

・被災時に水道が閉栓中の人 

◇申請方法 令和２年１月３１日（金）までに減免申請書【災害用】

（下記備付または市ホームページ掲載）に必要事項を記入し、罹災

証明書の写しを添えて下記あて申請する。 

◇減免内容 対象家屋に係る下記料金から、メーター器口径が   

１３ｍｍ～２０ｍｍは５㎥、２５ｍｍ以上は１０㎥（使用量が減免

水量に満たない場合は、使用量の全量）を減免します。 

申請日 減免区分 

１２月６日（金）までに申請 令和元年１２月分 

１２月９日（月）以降に申請 令和２年２月分 

※減免は上記のいずれか１回です。基本料金は減免対象となりません。 

※検針票は減免前の金額となりますが、納入通知書または口座引落の

金額は、減免後の金額となります。 

■問合 上下水道課 ☎０２８７ー８４－０４１１ 
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■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

災害ごみの受け入れ方法の変更 
１１月４日（月・振休）まで大桶運動公園で受け入れていた災害ご

みは、１１月５日（火）以降は完全予約制としています。 

持ち込み予定時刻の1時間前までに、下記あてご連絡ください。 

◇実施時間 平日の午前１０時～午後３時 

※予約のあった時間帯のみ、職員が仮置き場を開放します。 

◇仮置場 大桶運動公園（大桶１９２６－９） 

◇注意事項 

・仮置場に持ち込めるのは災害ごみのみで事前に分別してください。 

・ごみステーションに出せるごみは、ごみ収集カレンダーに従って

ごみステーションに出してください。 

・予約者以外の人が持ち込む場合は、予約者の名前や住所等が分か

るようにしてください。 

・複数の市職員は配置しませんので、ごみの数が多い場合や、重い

ものがある場合には、荷下ろし補助員の同伴をお願いします。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

市指定ごみ袋の 

底部の切れ込みにご注意ください 
現在販売している市指定のごみ袋には、底部に製造過程で発生する

切れ込みが４か所入っています。通常、ごみ袋を使用するうえで影響

はありませんが、一部その切れ込みが深く入っているものがあり、ご

み袋の切れ込みから穴が開いてしまったという報告が届いています。 

同様の問題が発生した場合には、下記あてご連絡ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

■税務 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和元年分決算説明会および白色決算説明会 
 青色申告決算書（収支内訳書）の作成方法や注意点等について、次

のとおり説明会を開催します。対象地区以外の会場でも出席できます

ので、ご都合に合わせてご出席ください。 

 説明会で使用する資料は、当日会場で配布します。 

◇青色決算説明会  

開催日 時間 対象 場所 

１２月３日 

（火） 

午前１０時 

～正午 
農業所得の人 

氏家公民館ホール 

（さくら市櫻野1322-8） 午後２時 

～４時 

営業等・不動

産所得の人 

１２月５日 

（木） 

午前１０時 

～正午 
農業所得の人 矢板市片岡公民館 

コミュニティホール 

（矢板市片岡2098-3） 午後２時 

～４時 

営業等・不動

産所得の人 

１２月１１日 

（水） 

午前１０時 

～正午 
農業所得の人 

小川総合福祉センター 

あじさいホール 

（那珂川町小川1065） 

午後２時 

～４時 

営業等・不動

産所得の人 

小川総合福祉センター 

すこやか共生館多目的集

会室（那珂川町小川1065） 

◇白色決算説明会 

開催日 時間 対象 場所 

１２月４日 

（水） 

午前１０時 

～正午 
農業所得の人 

氏家公民館第4・5研修室 

（さくら市櫻野1322-8） 午後２時 

～４時 

営業等・不動

産所得の人 

■問合 氏家税務署個人課税第一部門 ☎０２８－６８２－３３１３ 

■診療所・国保等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

境診療所の１１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 １１月１９日（火） 

■問合 境診療所  ☎０２８７－８２－２２９２ 

 

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者

が交通事故にあった時はすぐに連絡を 
 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者が、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

機関で受診する際は、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 

 

■まちづくり・農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第４回 烏山線スクールアートギャラリー 
南那須中学校、烏山中学校の生徒の力作が展示されますので、烏山

線を利用しながら、ぜひ、ご鑑賞ください。 

◇期間 １１月１５日（金）～１２月１５日（日） 

◇場所 大金駅、烏山駅の各待合室 

◇内容 大金駅：南那須中学校デザイン部の作品展示 

烏山駅：烏山中学校生徒の作品展示 

※仁井田駅でも高根沢高等学校写真部の作品を展示します。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

農業者年金 
 農業者年金は、積立方式の確定拠出型年金で、加入者・受給者数の

増減に左右されない、安定した年金制度です。 

次のすべての要件を満たす農業者ならどなたでも加入できます。 

◇加入要件 

 ・国民年金第１号被保険者（保険料納付免除者を除く。） 

 ・年間６０日以上農業に従事 

 ・２０歳以上６０歳未満の人 

◇特徴 

・財政方式は積立方式の確定拠出型で、加入者の積み立てた保険料

とその運用益を合わせた額（年金給付原資）により将来受け取る

年金額が事後的に決まります。 

・保険料（月額２万円～６万７千円）は自分で選べ、いつでも変更

ができます。 

・終身年金です。（８０歳前に亡くなられた場合は死亡一時金が遺 

族に支給されます。） 

・税制面で社会保険料控除の対象となります。 

・認定農業者等の担い手には保険料の国庫補助があります。 

■問合 農業委員会事務局（農政課内） ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

第８回 神長そばまつり 
◇日時 １１月１７日（日）午前１１時～ 

◇場所 神長公民館 

◇内容 もりそば、けんちんそば、もつ煮、あげダコ、鶏からあげ、

生そば、地元産野菜、インテリア小物等 

■問合 神長そばまつり実行委員会（斉藤） 

☎０９０－７２５４－７１８２ 
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新規就農相談会ｉｎとちぎ 
◇日時 １１月２４日（日）午前１０時～午後３時 

◇場所 とちぎアグリプラザ（宇都宮市一の沢２－２－１３） 

◇内容 ・新規就農希望者への個別面談 

・農業研修受講相談 

・農業法人等への就職相談 

・震災被災者への就農相談 

・「農業次世代人材投資事業（就農前の研修及び就農初期の 

青年就農者に対する交付金）」の説明会および相談 

◇申込 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、（一社）栃木県農業会議 

■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５ 

 

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

 

第８回 脳元気教室 
 認知症に関する情報の普及啓発および早期発見や予防活動に関し、

健康長寿サポーターが企画運営する教室です。気軽にご参加ください。 

◇日時 １２月５日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 保健福祉センター和室 

◇内容 やさしいコーラス 

◇対象 おおむね６５歳以上の市民 

◇費用 無料 

◇持物 飲物 

◇申込  初めて参加する人は、１２月２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 

 

地域住民公開講座・第８回介護予防大会 

「介護落語～かあちゃんが倒れた！～」 
今年の介護予防大会は、南那須医師会による地域住民公開講座と共

催で行います。いつか誰もが経験するであろう家族介護の現状を   

「落語」で臨場感豊かにお届けします。 

◇日時 １２月８日（日）午後１時３０分～３時 

受付：午後０時４５分～ 

◇場所 烏山公民館 

◇内容 介護落語「かあちゃんが倒れた！」 

    落語家 吉原朝馬 師匠       

◇対象 どなたでも  

◇申込 事前申し込みは不要です。（先着２５０名様に粗品あり。） 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 

南那須医師会（午前１０時～正午） 

☎０２８７－８２－２４７２ 

 

特定健診・がん検診等日程 
◇日程 

期日 場所 受付時間 

１２月 ２日（月） 
保健福祉センター 

（田野倉８５-１） 
午前８時３０分 

～１０時３０分 

１２月１４日（土） 

保健福祉センター 

（田野倉８５-１） 

◎婦人検診等あり（予約者の日） 

※番号札は受付開始時間３０分前から配布します。 

※申込者には健診実施日の１０日前までに「集団健診のお知らせ」お

よび大腸がんキットを送付します。 

※特定健診を受ける人は保険証、特定健診受診券を持参してください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

健康キープ★重症化予防教室 
 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。 

◇日時等 

日時 内容 

①１２月１５日（日） 

・循環器内科医師講話 

「生活習慣病を予防するために」 

・尿中塩分濃度測定、計測等 

②令和２年 

１月２３日（木） 

・健康運動指導士講話 

「生活習慣病を予防するための運動」 

・実技 

③令和２年 

２月２０日（木） 

・栄養士講話 

「生活習慣病の予防に向けた食事」 

・実技 

④令和２年 

３月１９日（木） 

・専門認定看護師による講話 

「血糖や腎機能に良い健康的な生活習慣」 

※時間はすべて午前９時３０分～正午です。 

※受付は各日とも開始時間の１５分前からです。 

◇場所 保健福祉センター検診室、栄養指導室 

◇定員 各日先着２０名程度（定員になり次第締切） 

※原則４回すべての参加をお願いします。 

◇費用 ①３００円（尿中塩分濃度測定費） 

③５００円程度（調理実習食材料費） 

②、④無料 

◇申込 １２月２日（月）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 

 

歯周病検診 
 歯周病は、放っておくと全身に影響を及ぼす恐ろしい病気です。 

 この機会に、ぜひ、受診してみませんか？ 

詳細は５月上旬に郵送した通知をご覧ください。 

◇対象 ４０歳（昭和５３年４月２日～昭和５４年４月１日生） 

    ５０歳（昭和４３年４月２日～昭和４４年４月１日生） 

    ６０歳（昭和３３年４月２日～昭和３４年４月１日生） 

    ７０歳（昭和２３年４月２日～昭和２４年４月１日生） 

◇実施期間 １２月３１日まで ※休診日を除く。 

◇自己負担 ５００円 

◇医療機関 

医療機関（５０音順） 住所 電話番号 

浅倉歯科医院 谷浅見９８６－１ ☎８４－１１８０ 

石川歯科医院 金井１－８－４ ☎８２－２４６２ 

石川歯科医院 金井２－９－６ ☎８４－１８１８ 

石倉歯科医院 鴻野山２０９－７ ☎８８－０６３３ 

岡林歯科医院 初音６－６ ☎８２－２６４６ 

スマイル歯科 藤田１４７７ ☎８８－５５０５ 

福澤歯科医院 大金１８１ ☎８８－２０４６ 

藤井歯科医院 中央３－３－５ ☎８４－１９２１ 

みどり歯科 南大和久４５１－２ ☎８８－５１５５ 

若林歯科医院 中央１－１８－３２ ☎８２－２４２２ 

◇申込 電話等で下記あて申し込み、受診票を取得してください。 

※医療機関（要予約）で受診票等を記入し、受診してください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

「社協だより１１月号」は発行を延期します 
社協だより１１月号は、編集上の都合により発行を延期します。 

次回発行は、１２月を予定しています。 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 
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聴覚障がい等により通話が困難な人へ 
【栃木北東地区消防指令センターのＦＡＸ番号が変わります】 

 ＮＴＴの事業拡充によりＩＰ化が進み、栃木北東地区消防指令セン

ターへのＦＡＸ番号１１９を利用することができなくなりました。 

災害時にＦＡＸを利用して栃木北東地区消防指令センターへ通報す

る場合は、下記の番号をご利用ください。 

◇ＦＡＸ番号 ０２８７－２８－５１１２ 

■問合 南那須地区広域行政事務組合消防本部警防課 

 ☎０２８７－８３－８８０１  

 

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

 

こども館の催し物 
【管理栄養士によるお話】 
◇日時 １２月３日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 年末年始のお食事、冬至の食べ物 

◇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。 

【親子体操でスキンシップ】 
◇日時 １２月１３日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇講師 日本３Ｂ体操協会公認指導者 佐藤明美 氏           

◇対象 １歳６か月以上の幼児と保護者等 

◇定員 先着１５組 

◇申込 １２月１１日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※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 

 

子育て支援センター きらきら 
【１２月のおたんじょうかい】 
◇日時 １２月４日（水）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 １２月生まれの未就園児と保護者１０組程度  

◇申込 １１月２７日（水）までに電話で下記あて申し込む。 

【きらきら子育て講座⑧ 紙バンドで干支のリースを作ろう】 
◇日時 １２月９日（月）午前９時３０分～１１時１５分 

◇場所 にこにこ保育園ホール 

◇講師 菊地美智恵 氏 

◇対象 未就園児と保護者１５組程度（託児あり。） 

◇申込 １２月２日（月）までに電話で下記あて申し込む。 

※手作り楽器を作って遊んだり、絵本の読み聞かせをしたりしていま

すので、ぜひ、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 

 

そーいんぐ教室 
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 １２月４日（水）、令和２年１月１５日（水）、２月５日（水） 

午前９時３０分～２時間程度 

※２月以降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 各開催日の５日前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 

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１０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（約９０分） 

◇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か月から産後１年６か月未満の人 

※託児あり。（定員１０名） 

※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出掛けセット  

◇申込 １２月３日（火）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 

 

離乳食相談 
「離乳食の始め方を確認したい」「ちょうど良いかたさや量がわか

らない」「食材の増やし方やレパートリーを知りたい」等、食事（離乳

食）や授乳で気になることはありませんか？日々の悩みにじっくり向

き合います。ぜひ、一緒に解決していきましょう！ 

◇日時 １２月６日（金）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 １１月２９日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※電話での相談も受け付けています。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 

 

那須烏山市潜在保育士等就労準備金 
 市では、保育士資格または幼稚園教諭免許を持ちながら、保育所等

に勤務していない人を対象として就労準備金を交付します。 

◇対象 市内在住の人で保育士・幼稚園教諭として、平成３１年４月

１日以降新たに市内の保育所等に勤務（１日６時間以上かつ

月２０日以上勤務）することが決定した人。ただし、１年以

上保育所等に勤務していなかった人。 

◇交付額 １０万円を上限 

◇応募方法 申請書等（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて郵

送または直接持参する。 

※申請書等は、市ホームページからもダウンロードできます。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

    〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

■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。 

 

公民館講座 

「お正月飾りづくり教室」参加者募集 
 まゆ玉の干支とフラワーアレンジメントでお正月を迎えましょう。 

◇日時 ①１２月２０日（金）午後１時３０分～３時３０分  

②１２月２７日（金）午後７時～９時 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 ①令和２年の干支にちなんだまゆ玉飾り作り 

    ②お正月に飾れるフラワーアレンジメント作り 

◇講師 ①屋代和代 氏、②星義行 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 各回先着１３名 

◇費用 材料費実費：①６５０円程度、②２，５００円程度 

◇持物 筆記用具、①とがったはさみ 、②剪定ばさみ、台拭き用タオル 

◇申込 １１月１６日（土）～３０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 
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市国際交流協会クリスマス会参加者募集 
 国際交流クリスマス会で、楽しく交流の輪を広げましょう。 

◇日時 １２月１１日（水）午後６時３０分～８時３０分 

受付：午後６時～ 

◇場所 凮月カントリー倶楽部（城山２６４１） 

◇内容 アトラクション、歌、ゲーム等 

◇対象 市国際交流協会会員および市民、市内在住・在勤の外国人、

国際交流に関心のある人 

◇定員 １００名（定員になり次第締切） 

◇費用 中学生以上２，０００円、小学生１，０００円、 

市内在住・在勤の外国人２，０００円 

※バイキング形式の食事となります。 

◇申込 １１月１６日（土）～３０日（土）の午前９時から午後５時

までに申込書（下記および生涯学習課備付）に必要事項を記

入し、費用を添えて下記あて申し込む。 

※キャンセルの場合は代金をお返し出来ません。 

■問合 那須烏山市国際交流協会事務局（烏山公民館） 

    ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■文化・生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

報徳会「お粥を炊いて会食しましょう」 
◇日時 １２月７日（土）午前１０時～１１時２０分 

※雨天時は８日（日）に順延となります。 

◇場所 天性寺参道脇「円応公園」（南１丁目） 

※駐車場は天性寺下の駐車場をご利用ください。（台数に制限あり。） 

◇内容 かまどで炊いたお粥の会食 

◇対象 炊き出しに関心のある人等（小学生は保護者同伴） 

◇定員 先着７０名程度 

◇費用 無料 

◇申込 事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。 

■問合 那須烏山報徳会（髙野）☎０８０－５１７６－８７９４ 

 

とちぎ女性活躍応援フォーラム２０１９ 
県では、女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの推進等の機

運を醸成するためフォーラムを実施します。 

◇日時 １２月１３日（金）午後１時３０分～４時３０分 

開場：午後１時 

◇場所 パルティとちぎ男女共同参画センターホール（宇都宮市野沢

町４－１） 

◇内容 ・男女生き活き企業表彰式 

・「とちぎ女性活躍推進学生会議」提言発表 

・事例発表「我が社における女性活躍推進・働き方改革～男

女共に輝く職場を目指して～」 

・基調講演：「ダイバーシティの文脈からみた女性活躍推進 

の課題と取るべき施策」 

講師：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社執

行役員 主席研究員、中央大学経営研究科客員教授 

矢島洋子 氏 

◇対象 企業・団体等の経営者や管理職のほか、どなたでも参加可 

◇定員 先着３００名 

◇費用 無料 

◇申込 １２月５日（木）までに申込書（市生涯学習課備付）に必要

事項を記入し、ＦＡＸまたはＥメールで下記あて申し込む。 

※所定の申込書を使用しなくても申し込みできますが、必ず、所属名、

参加者氏名、住所、電話番号、メールアドレスを記載してお申し込

みください。 

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。 

■問合 県人権・青少年男女参画課 ☎０２８－６２３－３０７４ 

 ＦＡＸ０２８－６２３－３１５０ 

Ｅメール：seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp 

 

■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

南那須図書館 開館時間変更・臨時休館日 
【開館時間変更】 
２０１９那須烏山市民秋まつり「花火大会」開催のため、南那須図

書館の閉館時間が変更になります。 

◇日時 １１月１６日（土）午前９時３０分～午後３時 

※雨天等により「花火大会」が順延となった場合、１７日（日）も午

後３時に閉館となります。 

【臨時休館日】 
 １２月１日（日）は、「第１５回那須烏山マラソン大会」開催のため、

休館となります。また、大会開催中、駐車場は利用できませんので、

ご理解ご協力をお願いします。 

※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、ビデオテープの返却は、破損の恐れがあるので開館日に直

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 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 １１月１６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 １１月１６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、パネルシアター、映画会等 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 １１月２３日（土・祝）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 

 

ダンボールクラフト 
◇日時 １２月２６日（木） 

①午前１０時～正午、②午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 烏山図書館団体活動室 

◇対象 小学生 各回先着２５名 

◇講師 本田技研工業株式会社社会活動推進センター 

◇内容 ダンボールでホンダの人気ロボットや車を作ってみませんか。

材料はダンボールと接着のりだけで、簡単にできます。 

◇費用 無料 

◇申込 申込用紙（下記備付）に必要事項を記入し、烏山図書館カウ

ンターで直接申し込む。 

※受付は１２月４日（水）午前９時３０分からです。 

※１２月４日（水）のみ午前９時１５分から整理券を配布します。 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第４１回 歳末たすけあいチャリティーショー 
 入場無料ですので、ぜひ、ご来場ください。 

◇日時 １２月１日（日）午前９時３０分～ 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇内容 歌謡曲、舞踊、詩吟等 

■問合 烏山地区民俗文化奉仕協会（川俣） 

☎０２８７－８４－３１５４ 
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地域での楽しいなかまづくり 
◇日時 １１月１９日（火） 

第１部 研修会：午後１時３０分～３時 

第２部 交流会：午後３時１０分～４時３０分 

◇場所 保健福祉センター 

◇内容 昭和時代に流行した懐かしいエピソードや駄菓子を話のタネ

に、「なかまづくり」について、語り合いませんか。 

◇講師 なかまづくり案内人 廣瀬隆人 氏 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。 

※どなたでも参加（無料）できますので、ぜひ、ご参加ください。 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

 

全国一斉「女性の人権ホットライン」電話相談 
女性の人権問題に詳しい人権擁護委員が、女性に対する配偶者・パ

ートナー等からの暴力や職場等におけるセクシャル・ハラスメント、

ストーカー行為など様々な相談について、時間を延長して電話で応じ

ます。相談は秘密厳守ですので、安心してご相談ください。 

◇日時 １１月１８日（月）～２４日（日）午前８時３０分～午後７時 

    （土・日曜日は、午前１０時～午後５時） 

◇相談方法 電話相談 ☎０５７０－０７０－８１０（ナビダイヤル） 

■問合 宇都宮地方法務局 ☎０２８－６２３－０９２５ 

 

就職活動「個別相談会」ｉｎ那須烏山市 
◇日程 １１月２７日（水）午前１０時～午後５時  

◇場所 保健福祉センター小会議室 

◇内容 「就職活動個別相談会」（１人あたり５０分程度） 

    働き方や仕事の方向性の悩み、求人検索の仕方、今の自分・

経験を活かした応募書類の書き方、面接の受け方等 

◇対象 結婚、出産、育児等で離職した後、再度働きたい女性、定年

退職したが、まだまだ働ける高齢者、今後のライフプランや

職業選択で迷っている人 

◇定員 先着６名（定員に空きがある場合は当日参加も可能です。） 

◇費用 無料 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。（相談希望時間は応相談） 

■問合 ㈱ワークエントリー栃木事業部 ☎０２８－６１２－８６４３ 

 

田んぼの学校 ２０１９収穫感謝祭 
◇日時 １１月３０日（土）午前１０時３０分～午後１時３０分 

◇場所 志鳥上公民館（志鳥１７９８ 網野ゴム工業下） 

◇内容 昆虫標本、野鳥写真、化石、里山の生き物写真の展示、コン

サート（歌声サークル オリオリ）、絵本のお話し会（図書館

出前講座）、クリスマスリースを作ろう！ 

◇持物 ご飯茶碗またはお皿、汁物茶碗、箸等 

※どなたでも参加（無料）できますので、ぜひ、ご参加ください。 

■問合 志鳥倶楽部（滝田） ☎０９０－４１６７－３２１３ 

 

ブラリなすから・なすからサロン 
【ブラリなすから】 
◇日時 １２月７日（土）午前９時３０分集合（事前申し込み不要） 

◇集合場所 大桶運動公園駐車場 

◇散策コース 大桶・谷浅見コース（歩行６．５ｋｍ） 

運動公園 → 阿弥陀堂板碑 → 根古屋城址 → 谷浅見 示現神社 → 

大松橋 那珂川河原 → 三嶋神社 → 運動公園 ※参加費無料 

◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員、理学博士 青島睦治 氏 

◇持物 動きやすい服装、飲物等 

■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】 
１１月１７日（日）および１２月１４日（土）に予定していた「なすか

らサロン」は中止します。再開の際には、お知らせ版で周知します。 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（上野） 

☎０２８７－８８－８８３７ 

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、公平・中立の立場か

ら相談を受けます。なお、相談は無料で秘密は絶対に守られます。 

◇日時 １１月２７日（水）午前９時～正午（事前申し込み不要） 

◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

令和元年度 那須烏山市表彰式 
台風１９号の影響で延期していた那須烏山市表彰式を開催します。 

◇日時 １１月３０日（土）午前９時３０分開式 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇内容 特別功労表彰、市政功労表彰、まちづくり貢献賞ほか 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

横枕出会い創造プロジェクト第５弾 

お笑い婚カツ＆たこ焼きパーティー 
◇日時 １２月７日（土）午前１０時集合、午前１０時１５分開始 

◇場所 横枕伝承センター（横枕４２５－４） 

駐車場：よこまくらグループホーム駐車場（横枕４３７－１） 

◇内容 お笑い芸人が素敵な出会いをしっかりとサポートします。お

笑いパワーとたこ焼きで、笑顔で相手と接する絶好のチャンスです。 

◇対象 ２０歳～５０歳の未婚の人 

◇費用 男性：３，０００円、女性：無料 

◇申込 事前に下記あて申し込む。 

■問合 横枕青年団事務局（澤村）☎０９０－２２２６－９５５５ 

 

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

 

１１月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 土 

市民秋まつり「花火大会」 

市民剣道祭 

ソフトボールフェスティバル 

おはなし会10:30～11:00 

おたのしみ会14:00～15:00 

保健福祉センター大駐車場周辺  

市武道館 

緑地運動公園 

南那須図書館 

烏山図書館 

１７ 日 【休日当番医】佐藤医院（那珂川町） ☎0287-96-2841 

１８ 月 特定健診・がん検診（予約者の日） 烏山体育館 

１９ 火 南那須いきいきクラブペタンク大会 緑地運動公園 

２０ 水 心配ごと相談 保健福祉センター 

２１ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２２ 金 
２歳児相談受付9:30～9:45 

３歳児健診受付13:00～13:30 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２３ 土 

勤労感謝の日 

【休日当番医】林田医院 

おはなし会14:00～14:30 

 

☎0287-88-2056 

烏山図書館 

２４ 日 【休日当番医】鈴木整形外科（那珂川町） ☎0287-96-2811 

２５ 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 

２６ 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 

２７ 水 

行政相談 

５歳児相談受付9:30～9:45 

８か月児健診受付13:00～13:30 

烏山庁舎 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２８ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

離乳食相談（要予約） 

烏山庁舎・保健福祉センター 

保健福祉センター 

２９ 金   

３０ 土 市表彰式 烏山公民館 

※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 


