
 

- 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    

 

「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 

○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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■雇用・就職等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年度採用「那須烏山市職員」二次募集 
【市民のために意欲をもって働く、人間性豊かな人材を求めています】  

 令和２年４月１日採用「那須烏山市職員」を募集します。 

 「人間性豊かな人材」を求め、「人物重視」の採用試験を行いますの

で、奮ってご応募ください。 

◇採用職種等 

採用職種 人数 受験資格 

保育士・ 

幼稚園教諭 

１名 

程度 

昭和６１年４月２日以降に生まれた人で、保育士

および幼稚園教諭（両方）の資格を取得している

人（令和２年３月末までに取得見込みを含む。） 

※地方公務員法に規定する欠格事項に該当する人は除きます。 

◇試験日程 

区分 期日 試験会場 

１次試験 １２月１日（日） 市役所烏山庁舎 

２次試験 １２月中下旬予定 市役所烏山庁舎 

◇応募方法 １１月１８日（月）までに「採用試験申込書」等に必要事

項を記入し、写真を貼り付けのうえ、下記あて提出する。 

※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１８日（月）午後５時必着です。 

※「職員採用試験案内」および「採用試験申込書」等は、下記またはこ

ども課（保健福祉センター内）に備付しています。また、市ホームペ

ージからも取得できます。 

※受験資格、試験内容、提出書類等の詳細は、「職員採用試験（二次募

集）」をご確認ください。 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

■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、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 

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

 

那須烏山市キャッチフレーズ募集 
市の知名度向上を図るため、魅力や特性を表現するキャッチフレー

ズを募集します。策定後は本市の情報発信やＰＲ等に活用しますので、

奮ってご応募ください。 

◇応募資格 次のいずれかに該当する人（企業や団体は除きます。） 

・市に住民登録をしている人 

・市内在住または通勤、通学している人 

◇応募方法 １１月２９日（金）までに下記あてＥメール（件名に  

「市キャッチフレーズ応募」と入力）、郵送、持参のいず

れかの方法でご応募ください。なお、郵送の場合は   

１１月２９日（金）当日消印有効、直接持参する場合は、

次の施設に設置する応募箱に投函してください。 

※応募は１人１点までとします。 

※募集要項および応募用紙は市ホームページに掲載します。 

【応募箱設置施設】 
 烏山庁舎、南那須庁舎、保健福祉センター、烏山公民館、烏山図書

館、南那須図書館 

◇賞金 最優秀賞 １０万円（１点） 

    優秀賞 １万円（２点程度） 

※入賞作品が複数あった場合は抽選により受賞者を決定します。 

※選考結果は、受賞者本人あて通知します。発表は令和２年３月頃を

予定しています。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ 

☎０２８７－８３－１１５１ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１１月１日 Ｎｏ．３３９ 

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。） 
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帝京大学宇都宮キャンパス学園祭で 

「和紙のちぎり絵無料体験」を実施します 
帝京大学丹羽ゼミと市が県の大学地域連携活動支援事業により取り

組んでいる「烏山和紙の学習とワークショップを通じた若者への情報

発信」の活動の一環として実施します。 

◇日時 １１月２日（土）、３日（日・祝）午前１０時～午後４時 

◇場所 帝京大学宇都宮キャンパス（宇都宮市豊郷台１―１） 

◇内容 烏山和紙のちぎり絵体験（無料） 

◇定員 先着１００名（定員になり次第受付終了） 

■問合 帝京大学宇都宮キャンパス学生サポートチーム 

☎０２８－６２７－７１２３ 

 

■年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

年金の日 ねんきんネット 
１１（いい）月３０（みらい）日は「年金の日」です！！ 

「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と

年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。 

「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記

録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、ご自身の年金

記録を基に様々なパターンの試算をすることもできます。 

「ねんきんネット」については、日本年金機構ホームページでご確

認いただくか、下記あてお問い合わせください。 

■問合 日本年金機構宇都宮東年金事務所 

☎０２８－６８３－３２１１（代） 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市プレミアム付商品券 

購入引換券の交付申請についてのお願い 
 市が実施するプレミアム付商品券事業について、販売対象となる可

能性がある住民税非課税の人あてに、７月１９日にプレミアム付商品

券購入引換券の交付申請書を郵送し、交付申請があった人あてに、  

９月２５日に購入引換券を郵送しました。商品券の購入を希望する人

で手続が済んでない人は、交付申請書に必要事項を記入し、下記あて

郵送してください。 

 また、プレミアム付商品券の販売対象となる可能性がある住民税非

課税の人で、市から購入引換券の交付申請書は届いていないが、対象

になると思われる人は、下記あてお問い合わせください。 

 ただし、住民税非課税の人であっても、住民税課税者と生計同一の

配偶者または扶養親族、生活保護を受けている人等は、販売対象外と

なります。 

 那須烏山市プレミアム付商品券事業の概要については、市ホームペ

ージ「那須烏山市プレミアム付商品券事業の実施について」をご覧く

ださい。 

※プレミアム付商品券の販売対象となる子育て世帯の世帯主は、購入

引換券の交付申請は不要です。 

次の①②のとおり購入引換券を郵送しました。対象になると思われ

るのに、市から購入引換券が届いていない場合は、下記あてお問い

合わせください。 

 ①購入引換券発送日：９月２５日 

  発送対象者：平成２８年４月２日から令和元年７月３１日までの

間に生まれた子が属する世帯の世帯主 

②購入引換券発送日：１０月１８日 

発送対象者：令和元年８月１日から９月３０日までの間に生まれ

た子が属する世帯の世帯主 

※原則、購入引換券およびプレミアム付商品券の再発行はできません。

大切に保管してください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

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

 

台風の被災写真や証拠書類を残しましょう 
 農業被害に遭った人が、今後、国の支援対策等を利用する際には、

被害状況のわかる写真や修繕の見積書等が必要になります。 

◇証拠書類 ・被害状況がわかる写真 

      ・片付け・撤去等の写真 

      ・撤去再建等を依頼した場合は、見積書（３社分）や、

設計書、発注書、領収書等すべての書類 

※これらの記録がないと、支援制度等に活用できなくなる恐れがあり

ます。 

■問合 農政課 ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

とちぎの雇用就農現地見学ツアー 
◇日時 １１月１７日（日）午前９時５０分～午後４時１５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（昼食代は自己負担） 

◇申込 １１月１２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 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年４月１日から 

ごみ処理手数料を改定します 
市民および市内事業者が、直接、保健衛生センターにごみを搬入す

る場合のごみ処理手数料を次のとおり改定します。 

区分 現行料金 改定後料金 

一般家庭ごみ ４０円／１０ｋｇ １００円／１０ｋｇ 

事業系ごみ １００円／１０ｋｇ  １５０円／１０ｋｇ 

※１０ｋｇ未満は、１０ｋｇとみなします。 

■問合 南那須地区広域行政事務組合保健衛生センター 

☎０２８７－８３－１１５５ 

 

■税務 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

年末調整および消費税軽減税率制度等説明会 
◇日程等 

期日 場所 

１１月１９日（火） 
さくら市氏家公民館 

（さくら市櫻野１３２２－８） 

１１月２０日（水） 
小川総合福祉センターすこやか共生館 

（那珂川町小川１０６５） 

１１月２１日（木） 
矢板市片岡公民館コミュニティホール 

（矢板市片岡２０９８－３） 

１１月２２日（金） 
烏山公民館２階研修室 

（中央２－１３－８） 

◇時間 ・年末調整：午後１時３０分～３時１５分 

    ・軽減税率制度等：午後３時３０分～４時１５分  

※都合の良い日程でお越しください。 

※青色申告者を対象にした「青色決算説明会」は別に開催されます。 

※年末調整説明会には、１０月下旬に送付する資料をお持ちください。 

※軽減税率制度の資料は、当日会場で配付します。 

■問合 氏家税務署法人課税部門 ☎０２８－６８２－６６８４ 
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国保税等の納付確認書が必要な人へ 
 勤務先で行う所得税の年末調整時に、社会保険料控除として使用す

る国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料の納付確

認書が必要な人は、下記の窓口で発行します。 

◇発行窓口 税務課（烏山庁舎） 

◇持物 本人確認ができるもの（運転免許証等） 

※南那須庁舎での発行はしません。 

※本人または同一世帯の人が来られない場合は委任状が必要です。 

※電話での回答はできません。 

※いずれの納付確認書も普通徴収分のみを対象とし、特別徴収（年金

差引き）分は対象としていません。 

※市で申告される場合は不要です。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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 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 

 

１１月１１日～１７日は「税を考える週間」 
【テーマ「くらしを支える税」】 
◇「税を考える週間」とは 国税庁では、国民の皆様に租税の意義や

役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、毎年  

１１月１１日から１７日を「税を考える週間」とし、集中的に広報

広聴施策を実施しています。 

◇国税庁の広報活動等 国税庁では、ホームページ（ＵＲＬ：

http://www.nta.go.jp）により、動画等で税務署の仕事や国税庁の取

り組み紹介をするほか、ツイッターによる新着情報等の発信、講演

会や説明会、各種イベント等を全国各地で実施します。 

◇国税庁の取組 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の一層

の普及・定着、利活用促進に向けて、関係団体等と連携・協調を図

りながら周知広報を実施します。また、「ｅーＴａｘ」では、令和２

年１月から個人納税者向けのスマートフォン等専用画面の利用可能

対象範囲が拡大し、より便利になります。詳細は、国税庁ホームペ

ージをご覧ください。 

◇消費税の軽減税率制度に関する取組 国税庁においては、消費税の

軽減税率制度に対応するために、関係民間団体等とも連携・協調を

図りながら、効果的な周知・広報に取り組んでいます。詳細は、国

税庁の特設サイト（ＵＲＬ：http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zei 

 mokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.html）をご覧ください。 

■問合 氏家税務署総務課 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

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

 

休日当番医 
 休日当番医は、本来の診療とは異なり、少人数の診療体制となって

います。これは、休日にけがや急病になった人のための診療です。電

話で確認したうえで受診しましょう。 

また、受付の際に症状を確認する場合がありますので、説明できる

人が付き添ってください。 

※受診の際は、必ず保険証をご持参ください。また、おくすり手帳（ま

たは服用している薬）や母子健康手帳およびこども医療受給者証等

があればお持ちください。 

【休日当番医の変更】 
◇１１月３日（日・祝） 佐藤医院が「白寄医院」に変更 

◇１１月１７日（日） 白寄医院が「佐藤医院」に変更 

■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 １１月３０日（土）午前１０時～正午 

 受付：午前９時３０分～ 

◇場所 保健福祉センター 

◇内容 運動：美しい身体をつくるバランスボール 

◇講師 産後インストラクター 佐藤直子 氏 

◇対象 ２０代～５０代で市内に住所がある女性 ２０名 

◇費用 ５００円 

◇持物 筆記用具、飲物、動きやすい服装、タオル 

◇申込 １１月５日（火）～１８日（月）に電話等で下記あて申し込

む。（定員になり次第受付終了） 

※託児については、申し込み時にご相談ください。 

※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 

 

骨髄等移植ドナーに奨励金を交付します 
 骨髄等の提供をした人や事業所等に奨励金を交付します。 

◇対象 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等

の提供に関する同意書に署名捺印した人で下記のすべてに該

当する人および事業所。 

    ・ドナー：市内に住所を有し市税等の滞納がない人。 

 ・事業所：上記の人が勤務する事業所等で、市内に所在し、

市税等の滞納がないこと。（国、地方公共団体、独

立行政法人または地方独立行政法人は除く。） 

※３親等以内の血族または配偶者の関係にある人の間での提供を除く。 

※骨髄等の提供に関する同意書に署名捺印した後、やむを得ない理由

で提供まで至らない場合も対象とする。 

◇奨励金 骨髄等の提供をするために通院等をした日数により交付。 

 ドナー：１日につき２万円（上限７日） 

 事業所：１日につき１万円（上限7日） 

※日数は、日本骨髄バンクが発行する証明書により確認します。 

※申請方法等詳細は、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 

 

風しん（成人）の追加的対策 
 風しんの予防接種を受ける機会がなかった年代の男性は、他の世代

に比べて抗体保有率が低くなっています。このため、令和４年３月３

１日までの３年間に限り、昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１

日生まれの男性は、風しんの定期接種対象となりました。 

市で発行するクーポン券を使用し、「風しんの抗体検査」と「風しん

の第５期定期接種」を無料で受けることができます。 

なお、今年度の対象者にはクーポン券を６月上旬に送付しています。 

◇クーポン券発送対象者（今年度） 

  市に住所を有している、昭和４７年４月２日から昭和５４年４月

１日生まれの男性に、クーポン券を送付しています。 

◇クーポン券発送対象者以外の人 

市に住所を有している、昭和３７年４月２日から昭和４７年４月

１日生まれの男性で、クーポン券をご希望の人は、下記あてご連絡

ください。 

◇予防接種までの流れ 

 ①クーポン券が届く。 

 ②医療機関または職場や市の健診で、抗体検査を受ける。 

 ③検査の結果、抗体価が低いと判断された場合は、医療機関で予防

接種を受けてください。 

※抗体検査、予防接種は無料で受けることができます。 

※抗体検査、予防接種を受けることのできる医療機関等のリストは、

厚生労働省ホームページでご確認ください。 

※クーポン券を紛失した場合は、下記で再発行しますので、免許証、

マイナンバーカード、保険証等をご持参ください。 

※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 



- 4 - 

 

 

広告掲載募集中！ 
 
広報お知らせ版 
広報なすからすやま 
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 

 

高齢者インフルエンザ予防接種 
◇対象 市に住所を有する６５歳以上の人および６０歳以上６５歳未

満の人で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不

全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人（身体障害者

手帳１級相当） ※年齢基準日は接種日当日 

◇実施期間 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。 

◇実施機関 市内および那珂川町の医療機関または栃木県定期予防接

種の相互乗り入れ事業協力医療機関 

◇助成金額 ３，５００円を上限に助成（助成回数は１回のみ） 

※３，５００円を超える分は自己負担となります。（自己負担は医療

機関により異なりますので、接種前にご確認ください。） 

※市外の栃木県定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関以外

で接種した場合、窓口負担を助成します。（３，５００円上限） 

◇接種方法 対象者への個別通知はありません。予診票は医療機関に

請求するか、健康福祉課（保健福祉センター）または市

民課（烏山庁舎）で取得のうえ、必要事項を記入し、医

療機関に提出してください。 

※栃木県定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関以外で接種し

た場合は、接種日からおおむね１か月以内に「領収書、印かん、予

診票、振込先の口座番号等」が分かるものを下記まで持参し、請求

してください。（期間を過ぎた場合、助成対象にならないことがあり

ます。） 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種 
◇対象 市に住所を有し、次のいずれかに該当する人で、これまでに

助成を受けたことがない人 

・６５歳以上の人 

・６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能

またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有

する人（身体障害者手帳１級相当） 

※年齢基準日は令和２年３月３１日 

◇助成金額 ４，０００円を上限に助成 

※４，０００円を超える分は自己負担となります。（自己負担は医療

機関により異なりますので、接種前にご確認ください。） 

◇接種券申請窓口 

 健康福祉課（保健福祉センター）または市民課（烏山庁舎） 

◇申請に必要なもの 印かん、健康保険証 

※接種券の申請後、かかりつけ医等に予約し接種してください。（有効

期限の切れた接種券は使用できません。改めて申請ください。） 

※市外医療機関で接種する人は事前に下記あてお問い合わせください。 

※接種費用を全額支払った場合の助成金申請は、「領収書、印かん、予

診票、振込先の口座番号等が分かるもの」を下記あて持参し、接種

日から１か月以内に申請してください。（期限を過ぎた場合、助成対

象とならない場合があります。） 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

なすから健康マイレージ事業実施中！ 
「なすから健康マイレージ事業」に参加して、健康と景品をゲットし

ましょう。 

◇対象 ２０歳以上で市内に住所のある人 

◇期間 令和２年２月２８日（金）まで 

◇参加方法 「個人でチャレンジ」、「チームでチャレンジ」の２つの

チャレンジから、どちらか１つ選んで参加します。 

◇ポイントカード発行場所 

・個人でチャレンジ：健康福祉課（保健福祉センター）、南那須庁舎

正面玄関フロア、市民課（烏山庁舎）、市ホー

ムページからもダウンロードできます。 

 ・チームでチャレンジ：健康福祉課（保健福祉センター） 

※「なすから健康マイレージ事業」の詳細は、上記窓口にあるチラシも

しくは市ホームページをご覧ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

オレンジクラブ（家族介護教室） 
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はいかがでしょうか！ 

◇日時 １１月２１日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 保健福祉センター 

◇内容 情報交換会～介護の体験談を聞こう・話そう～ 

◇対象 介護者、介護経験者等 

◇申込 １１月１８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 

 

救急医療電話相談 
 急な病気やけがで心配な時、救急医療を受診するか迷った場合に、

電話相談できる窓口があります。経験豊富な看護師が家庭での対処方

法や救急医療受診の目安をアドバイスします。 

◇救急医療電話相談（おおむね１５歳以上の人）  

・相談時間 月曜～金曜日 午後６時～１０時 

土・日曜日および祝日 午後４時～１０時 

・電話番号 局番なしの☎＃７１１１（携帯電話やプッシュ回線以

外の場合は、☎０２８－６２３－３３４４） 

◇とちぎ子ども救急電話相談（おおむね１５歳未満の人） 

・相談時間 月曜～土曜日 午後６時～翌朝午前８時 

       日曜日・祝日 ２４時間（午前８時～翌朝８時） 

・電話番号 局番なしの☎＃８０００（携帯電話やプッシュ回線以

外の場合は、☎０２８－６００－００９９） 

※この電話相談は診療・医療行為を行うものではなく、電話でのアド

バイスにより相談者の判断の参考とするものです。 

※緊急、重症の場合は、迷わず１１９番をご利用ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

とちぎ難病相談支援センター医療相談 
【血液系疾患】 
◇日時 １１月１４日（木）午後１時～４時 

◇場所 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） 

◇医師 自治医科大学附属病院血液科医師 大嶺謙 氏 

◇主な疾患 特発性血小板減少性紫斑病、再生不良性貧血、原発性免

疫不全症候群、自己免疫性溶血性貧血、発作性夜間ヘモグロビン尿

症、後天性赤芽球癆、ダイアモンド・ブラックファン貧血 

◇申込締切日 １１月１１日（月）正午 

【神経・筋疾患】 
◇日時 １１月２１日（木）午後１時～４時 

◇場所 栃木県県南健康福祉センター４階会議室（小山市犬塚3-1） 

◇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医療相談室 

医療ソーシャルワーカー 並木誠 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） 

◇申込締切日 １１月１８日（月）正午 

※締切日までに電話等で下記あて申し込む。 

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

 

「子ども・子育て会議」公募委員の募集 
 平成２７年４月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、

「子ども・子育て会議」において、事業計画の点検・評価等を行って

います。この事業計画等に市民の皆様の意見を反映させるため、委員

の募集を行います。（市の付属機関の委員の申し込みはできません。） 

◇募集人数 ２名（任期：令和元年１２月１２日～ ２年） 

◇応募資格 次のいずれかに該当する者とします。 

・市内在住で、０歳から小学生までの児童の子育てを行う保護者 

・子育て支援事業や活動に携わった経験のある人で、市の子ども・

子育て支援に関心や熱意のある人 

◇報酬 日額５，０００円 

◇応募方法 １１月１５日（金）までに応募申込書（下記備付）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、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１５日（金）午後５時必着です。 

※応募申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

乳幼児健診・相談 
【４か月児健診】 
◇日時 １１月２６日（火）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 令和元（２０１９）年７月生まれの乳児 
【８か月児健診】 
◇日時 １１月２７日（水）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成３１（２０１９）年３月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 １１月２５日（月）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成３０（２０１８）年１０月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 １１月２５日（月）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成３０（２０１８）年４月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 １１月２２日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２９（２０１７）年１０月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 １１月２６日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２９（２０１７）年４月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 １１月２２日（金）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成２８（２０１６）年１０月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 １１月２７日（水）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２６（２０１４）年１１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 

 

妊婦・産後ママサロン 

「バランスボール」でシェイプアップ！ 
◇日時 １１月１４日（木）受付：午前９時４０分～１０時 

◇場所 保健福祉センター 

◇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

２か月から１年６か月未満の人 先着１２組  

※生後２か月から６か月までのお子さんは一緒に参加できます。 

※妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。 

◇内容 ・バランスボール（実技）＆ワーク 

    ・シェイプアップやメンタルケアについて 

◇持物 動きやすい服装、飲物、母子健康手帳等 

◇申込 １１月７日（木）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、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 １１月２８日（木）午前９時～正午（予約制） 

◇場所 保健福祉センター  

◇対象 離乳食期の子どもとその保護者 

◇内容 栄養士・保健師による個別相談 

◇申込 １1月２１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 

 

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、下記または市民課（烏山庁舎）で受け取るか、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 

 

子育て支援センター きらきら 

【１１月のおたんじょうかい】 
◇日時 １１月１４日（木）午前１０時～１１時 

◇内容 おたのしみシアター、お誕生カード作り 

◇対象 １１月生まれの未就園児と保護者 １０組程度  

◇申込 １１月７日（木）までに電話で下記あて申し込む。 

【クリスマス飾りを作ろう】 
◇日時 １１月１８日（月）、１９日（火）午前１０時～１１時３０分 

◇内容 親子でかわいいツリーやリースなどを作りましょう。 

乳児さんも大歓迎です。 

◇対象 未就園児と保護者 各日５組程度（託児あり。） 

◇費用 無料 

◇申込 １１月１１日（月）までに希望する日を電話で下記あて申し

込む。 

※場所はすべて子育て支援センターきらきらです。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

 

子育て支援「１１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 
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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。 

【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 １１月１６日（土）午前１０時～午後１時 

【ベビーマッサージ】 
◇日時 １１月１９日（火）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇講師 佐藤明美 氏 

◇対象 ２か月半～６か月の乳児と保護者等 

◇定員 先着６組（託児応相談） 

◇持物 バスタオル、着替え、おむつ 

※保護者は手の爪を切ってきてください。 

◇申込 １１月１３日（水）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 

 

キッズランドあさひ 

子育て支援事業「クリスマス飾りを作ろう」 
◇日時 １１月１８日（月）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 クリスマスリースの作成、お茶会 

◇対象 未就学児と保護者 先着８組 

◇費用 無料 

◇持物 なし 

◇申込 １１月１１日（月）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 

 

11月は児童虐待防止推進月間です 
児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、特に

子どもの生命が奪われるなどの重大な事件が後を絶たず、児童虐待は

社会全体で解決すべき重要な問題となっています。 

保護者が「しつけ」と考えていたとしても、暴言や暴力等で児童の

心身を傷つけ、健全な成長を妨げるものであれば、それは「虐待」で

す。子育てで不安や心配な事がありましたら、ひとりで悩まずに関係

機関（こども課、学校、幼保育園、児童相談所等）にご相談ください。  

◇虐待とは 

 ・身体的虐待：殴る、蹴る、投げ落とす、やけどを負わせる、溺れ

させる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する、

戸外に締め出す等 

 ・心理的虐待：暴言、無視、きょうだい間での差別的な扱い、子ど

もの目の前での夫婦げんか等 

 ・ネグレクト：食事を与えない、ひどく不潔にする、家や車内に閉

じ込める、重い病気になっても病院に連れて行かな

い等  

 ・性的虐待：子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る

または触らせる、ポルノグラフィーの被写体にする等 

◇連絡先 児童相談所全国共通３桁ダイヤル「☎１８９」 

※お住まいの地域の児童相談所につながります。 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

☎０２８７－８８－７１１６ 

女性に対する暴力をなくす運動 
 毎年、１１月１２日から２５日までの２週間は、「女性に対する暴力

をなくす運動」の推進期間です。 

 ＤＶは、身体的なケガだけではなく、うつ病等の様々な病気になる

おそれがあり、生活に支障をきたすことも少なくありません。 

 悩んでいたら一人で抱え込まず、ためらわずに相談しましょう。 

◇運動の目的 

・女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化します。 

 ・女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ります。 

◇さまざまな形のＤＶ（暴力） 

 ・身体的暴行：殴る、蹴る、物を投げる、突き飛ばす等 

・心理的攻撃：人格を否定する暴言、交友関係や行き先・電話・メ

ール等を監視する、長期間の無視、恐怖を与える脅

迫等 

 ・経済的圧迫：生活費を渡さない、貯金を勝手に使う等 

・性的強要：性的な行為の強要、ポルノ映像を無理に見せる、避妊

に協力しない等 

◇相談機関等 

相談機関 電話番号 

ＤＶ相談ナビ ☎０５７０－０－５５２１０ 

警察相談専用電話 ☎＃９１１０ 

女性の人権ホットライン ☎０５７０－０７０－８１０ 

とちぎ男女共同参画センター 

ＤＶ相談専用電話 
☎０２８－６６５－８７２０ 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

☎０２８７－８８－７１１６ 

 

■学校教育 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

烏山高等学校マラソン大会 
マラソン大会を下記のとおり実施します。ご迷惑をおかけしますが、

ご理解ご協力をお願いします。（小雨決行、荒天中止） 

◇日時 １１月９日（土）午前１０時１０分～正午（予定） 

※スタート・ゴールともに花火合図あり。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 栃木県立烏山高等学校 ☎０２８７－８３－２０７５ 

 

栃木県育英会 奨学生募集 
 栃木県育英会では、令和２年４月に進学予定の人を対象に、月額貸

与奨学生および入学一時金奨学生を募集しています。なお、本年度か

ら大学奨学生の募集については、出願資格である所得要件を大幅に緩

和（出願資格としていた日本学生支援機構の所得基準を、第一種奨学

金（無利子）から第二種奨学金（有利子）に変更）します。 

◇募集期間 １１月１５日（金）まで 

◇貸与額（無利子） 

・月額貸与奨学生 

（一般奨学生） 

高校：国公立１８，０００円、私立３０，０００円 

大学：自宅通学３０，０００円、自宅通学外３８，０００円 

（青木奨学生） 

医学部１００，０００円、大学５０，０００円 

・入学一時金奨学生 

高校：国公立５０，０００円、私立１００，０００円 

大学：５００，０００円以内で希望する額 

◇応募方法 願書等（県内各中学校・高等学校、市教育委員会備付） 

      に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※願書等は、育英会ホームページからもダウンロードできます。 

※奨学金の原資となる善意の寄付金を募集しています。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合（公財）栃木県育英会事務局 ☎０２８－６２３－３４５９ 

   〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０ 
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■生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

女性研修「みんなの集い」参加者募集 
 市内の新しい福祉施設を見学し、男女共同参画社会づくりの関心を

高め、女性の特性を活かした地域づくりを推進することを目的に開催

します。 

◇日時 １１月２９日（金）午前９時３０分～午後２時 

◇集合場所 南那須図書館駐車場（田野倉６５－１） 

◇内容等 

時間 見学・講話 講師 

午前１０時 

～１１時３０分 

リエゾンコミュニティーラボ 

（田野倉４８－７） 

社会福祉法人敬愛会 

滝田勇人 氏 

正午 

～午後１時３０分 

向田ふれあいの里 

（向田２１８７旧向田小学校） 

向田ふれあいの里 

石川陽子 氏 

◇対象 市内在住一般女性 先着４０名 

◇費用 ６５歳以上：５００円、６５歳未満：７００円 

※費用には、向田ふれあいの里での昼食代（６５歳以上：３００円、６５

歳未満：５００円）を含みます。 

◇持物 飲物等 

◇申込 １１月１日（金）～１５日（金）の午前９時から午後５時ま

でに電話で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

フェスタ イン パルティ ２０１９ 
◇日時 １１月１６日（土）午前１０時～午後３時 

◇内容 県内で活動するグループのワークショップ、発表、展示、手

作り品の販売、子どもと一緒に楽しめるコーナー等 

◇場所 パルティ とちぎ男女共同参画センター 

◇費用 入場無料（自由参加） 

【防災ママカフェ】 
◇日時 １１月１６日（土）午前１０時～正午 

◇内容 大震災を経験した乳幼児ママの震災のリアルな体験談から防

災の知恵を学ぶ 

◇対象 子育て中の人、子育て支援者、関心のある人どなたでも 

◇費用 受講料２００円 

※市の補助が受けられますので、受講後に領収書を持参のうえ、生涯

学習課で申請してください。 

◇定員 ４０名（先着順） 

◇申込 電話等で事前に下記あて申し込む。託児あり。 

※詳細は、市役所、保健福祉センター等の窓口で配布の講座案内また

は、パルティホームページ（ＵＲＬ：http://www.parti.jp/）でご確

認ください。 

■問合 とちぎ男女共同参画センター ☎０２８－６６５－７７０６ 

 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

パープルリボン運動を実施します 
 １１月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に、市図書館に

パープルリボン運動啓発コーナーを設置します。 

◇期間 １１月１２日（火）～２４日（日） 

※南那須図書館は、１１月１６日（土）から実施します。 

◇内容 女性に対する暴力をなくす運動に関連する書籍展示、啓発資

料配布、パープルリボンの配布等 

◇パープルリボンとは 

 パープルリボンは、身近に飾ることで女性に対する暴力根絶の意

思を示し、「あなた一人ではないよ」「暴力をなくそう」というメッ

セージが込められています。 

※１１月１６日（土）午前１１時には南那須図書館にパープルリボン

を身につけたゆるキャラがやってきます。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

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

 

史跡でおさんぽ 参加者募集 
◇日時 １１月１０日（日）午前９時３０分～約２時間 

受付：午前９時～ 

◇場所 長者ヶ平官衙遺跡附東山道跡（多目的広場集合） 

◇内容 国史跡「長者ヶ平官衙遺跡附東山道跡」をガイドの解説を聞

きながら、現在も残る古代の道を含め約５ｋｍ歩きます。 

◇ガイド 生涯学習課文化財グループ職員 

◇対象 先着２０名（小学４年生以下は保護者同伴） 

◇費用 無料 

◇持物 汚れてもよい歩きやすい服装（未舗装道のため）、飲物 

◇申込 １１月８日（金）午後５時までに電話で下記あて申し込む。 

※少雨決行ですが、荒天等により中止する場合は、１１月８日（金）

午後に申し込み者あて電話連絡します。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

第４１回 那須烏山市文化祭「川柳大会」 
◇日時 １１月１７日（日）午前１０時～ 

◇場所 保健福祉センター 

◇宿題 二句吐 表現自由 

「男の子」  足利 朝海正雄 選 「酔い心地」真岡 吉田三郎 選 

「和服」   茂木 柳岡睦子 選 「苦労」  栃木 亀田竹芳 選 

「良好」  宇都宮 伊藤王子 選 「泊る」  益子 大関栄泉 選 

「押せ押せ」鹿沼 松本とまと 選 「下戸」那須烏山 篠崎醉月 選 

◇費用 ２，０００円（昼食代、発表紙代、参加賞等） 

◇席題 一題（二人選）予定 

※投句拝辞 賞は３０位まで 

■問合 南那須川柳会事務局（篠崎）☎０２８７－８８－８４３５ 

    〒３２１－０５２５ 福岡５４３ 

 

図書館の催し物 
スタンプカードをお持ちください。持っていないお子さんには会場で

お渡しします。 

【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 １１月２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 ※今回はＷスタンプです。 

【南那須図書館 おたのしみ会】 
◇日時 １１月９日（土）午後２時～３時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇出演 アトリエびっき 

◇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 おはなし会】 
◇日時 １１月２日（土）午後２時～２時３０分 

◇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 絵本の読み聞かせ等 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

南那須図書館 特別休館日（蔵書点検） 
◇期間 １１月１１日（月）～１５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。 

※期間中は、インターネットの予約ができません。 

※烏山図書館は開館しますが、南那須図書館の資料は利用できません。  

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 
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■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

多重債務者無料相談会 
 １１月は多重債務者対策強化月間です。県では「多重債務者相談強

化キャンペーン」を実施するにあたり、無料相談会を開催します。 

◇日時 １１月２７日（水）午後０時３０分～５時 

◇場所 県庁研修館 

◇対象 県内在住の多重債務者 先着７名 

◇内容 面談による法律（債務整理）相談および心の健康相談 

◇申込 １１月２０日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 栃木県くらし安全安心課 ☎０２８－６２３－２１３５ 

 

令和２年度宇都宮共同高等産業技術学校 

（職業訓練校）訓練生募集 
◇対象 ・各学科に関連する事業所等に就職している人で、雇用保険

または建設業の一人親方等の労災保険に加入している人。

（加入予定者も含む） 

    ・再就職の準備中の人も入校することができます。 

※上記対象以外の入校希望者は下記までご相談ください。 

◇学科等 

学科 募集人員 訓練期間 

木造建築科 １０人 ３年 

建築設計科 １０人 ２年 

広告美術科 １０人 ２年 

フラワー装飾科 ２０人 ２年 

◇内容 とちぎマイスター、宮のものづくり達人等多彩な講師陣によ

るマンツーマン指導 

※国家試験の２級技能検定（建築設計科は非該当）を受検する際、学

科試験が免除されます。 

◇申込 令和２年３月１４日（土）までに入学願書（下記備付）に必

要事項を記入し、下記あて持参または郵送で申し込む。 

※受付は、火曜日～土曜日の午前１０時～午後４時です。 

※必要書類の郵送を希望する場合は、下記あてご連絡ください。 

※詳細は、学校ホームページ（ＵＲＬ：http://business4.plala.or.jp/usa 

ngiko/）をご覧ください。 

■問合 宇都宮共同高等産業技術学校 ☎０２８－６２２－１２７１  

 

陸上自衛隊高等工科学校生徒等募集 
【陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）】 
◇受付期間 １１月１日（金）～令和２年１月６日（月） 

◇試験期日 １次：令和２年１月１８日（土） 

◇試験場所 １次：宇都宮地方合同庁舎（宇都宮市） 

◇試験科目 １次：国語、社会、数学、理科、英語、作文 

◇応募資格 １５歳以上１７歳未満の男子（中卒者、見込み含む。） 

【陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦）】 
◇受付期間 １１月１日（金）～１１月２９日（金） 

◇試験期日 令和２年１月５日（日）、６日（月）いずれか１日 

◇試験場所 陸上自衛隊高等工科学校（神奈川県横須賀市） 

◇試験科目 筆記試験（作文含む）、口述試験、身体検査 

◇応募資格 １５歳以上１７歳未満の男子（中卒者、見込み含む。） 

【自衛官候補生（男子・女子）】 
◇受付期間 １２月４日（水）まで 

◇試験期日 １２月１４日（土） 

◇試験場所 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地（宇都宮市） 

◇試験科目 筆記（国語・数学・社会・作文）、口述試験、適正検査お

よび身体検査 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満 

※応募資格における年齢は令和２年４月１日現在とする。 

■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所 

 ☎０２８７－２２－２９４０ 

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 

看護学生募集 
◇募集内容 

人数 ４０名（高校推薦・社会人含む。） 

受験資格 

・令和２年３月に高等学校卒業見込みの人 

・高等学校を卒業している人またはこれと同等の資格 

を有する人 

・修業期間中、勉学に専念できる人 

修業年限 ３年（全日制） 

◇試験日 １２月７日（土） 

◇試験会場 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校（矢板市富田７７－６） 

◇試験科目 学力試験（マーク式） 

・必須科目：国語総合（現代文のみ。） 

・選択科目：次の①～③より１科目を選択する。 

①コミュニケーション英語Ⅰ（リスニング除く。） 

②数学Ⅰ 

③生物基礎 

・面接 

◇願書受付期間 １１月１５日（金）～２９日（金） 

※入学願書を希望する人は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校事務部 

 ☎０２８７－４４－２３２２ 

 

秋の盆栽展 
 秋の季節が感じられる盆栽展を下記により開催します。 

◇日時 １１月９日（土）、１０日（日）各日とも午前９時～午後４時 

◇場所 殖産ホール（旧サンハウス入口） 

◇内容 会員が丹精を込めた雑木、松柏盆栽を展示します。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 日本盆栽協会那須烏山支部（高野） 

☎０９０－１８０２－３４３９ 

 

交通安全・マイカー点検教室 受講者募集 
自分でできる日常点検や簡単なトラブル対処法を身につけられます。 

◇日時 １１月１６日（土）午後１時３０分～３時 受付：午後１時～ 

◇場所 那珂川町商工会（那珂川町馬頭１１６－５ 広重美術館隣） 

◇費用 無料 

◇申込 事前に市内の自動車整備振興会加盟工場で申し込む。 

◇主催 栃木県自動車整備振興会南那須支部 

※受講者には、マイカーハンドブック、粗品等をプレゼントします。 

■問合 蓮見自動車商会 ☎０２８７－８２－２０５５ 

 

税理士＆司法書士による 

相続・贈与の無料相談会 
◇日時 １２月１日（日）午前１０時～午後３時 

◇場所 栃木県司法書士会館（宇都宮市幸町１－４） 

◇内容 相続・贈与に関する相談 

◇相談方法 面談（要予約） 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。 

■問合 栃木県司法書士会 ☎０２８－６１４－１１２２ 

 

栃木県立美術館 

企画展 菊川京三の仕事 
◇期間 １２月２２日（日）まで 

◇場所 栃木県立美術館（宇都宮市桜４－２－７） 

◇内容 日本初の美術研究誌「國華」の図版制作者でもあった日本画

家菊川京三の作品を約４０年ぶりに公開します。 

※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 
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１１月は「標準営業約款普及登録促進月間」です 
標準営業約款とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に

関する法律」で定められた消費者（利用者）擁護のた 

めの制度で、厚生労働大臣認可の約款に従って営業す 

ることを登録した理容店、美容店、クリーニング店、 

めん類飲食店および一般飲食店では、店頭にＳマーク 

を掲げています。登録店は、技術・安全・衛生を約束 

する信頼できるお店です。 

■問合 （公財）栃木県生活衛生営業指導センター 

☎０２８－６２５－２６６０ 

 

労働保険適用促進強化月間 
【労働保険は働く皆さんを守ります。】 
 １１月１日～３０日は、労働保険適用促進強化月間です。 

 「労働保険（労災保険・雇用保険）」は、労働者の業務上または通勤

途上での負傷等と失業の場合に保険給付を行うもので、労働者を雇用

する事業主は法律で加入が義務付けられています。 

まだ加入手続きをしていない事業主は、労働基準監督署または公共

職業安定所で加入手続きをしてください。 

※詳細は、最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所にお問い合

わせください。 

■問合 栃木県労働局総務部労働保険徴収室 

 ☎０２８－６３４－９１１３ 

 

在職者訓練（技能向上コース）受講者募集 
企業・団体にお勤めの人、自営業者の人を対象に講座を実施します。 

◇実施コース等 

コース名 期日 受講料 募集締切日 

研削砥石取り替え

業務特別教育③ 
１２月５日（木） 

 ６日（金） 
３，５８０円 １１月２５日 

アーク溶接特別教

育③ 
１月２８日（火） 

～ ３０日（木） 
５，０４０円 １月２０日 

研削砥石取り替え

業務特別教育④ 
２月６日（木） 

 ７日（金） 
３，５８０円 １月２８日 

◇場所 栃木県立県北産業技術専門校（那須町高久甲５２２６－２４） 

※コースによって訓練時間・定員は異なりますので、下記あてお問い

合わせください。 

■問合 栃木県立県北産業技術専門校 ☎０２８７－６４－４０００ 

ＦＡＸ０２８７－６４－５４４５ 

    〒３２５－０００１ 那須郡那須町高久甲５２２６－２４ 

 

福祉・介護職の見学・体験 
◇実施期間 令和２年３月６日（金）まで 

◇対象 福祉の仕事に興味・関心がある人（中学生以上） 

※中学生が参加する場合は、保護者の同意が必要です。 

◇実施施設 高齢者分野および障がい者分野の施設 

※実施施設は、協議会ホームページ（ＵＲＬ：www.tochigikenshakyo.jp/）

で確認できます。 

【見学コース】 
施設内の見学、説明（施設の役割や内容・やりがいについて） 

※分野ごとに１人１回まで参加できます。 

【体験コース】 
①オリエンテーション 施設概要、利用者に対する接し方等 

②業務等の体験 利用者との交流、利用者の介護・介助、業務補助 

※分野を問わず１人３回まで参加できます。 

◇費用 無料 

※ただし、交通費、昼食代は自己負担。体験コースは施設により健康

診断費用の自己負担あり。 

◇申込 申込書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※申し込み最終受付は、令和２年２月２１日（金）までです。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 栃木県社会福祉協議会 ☎０２８－６４３－５６２２ 

防災・行政情報配信サービス 

を登録しましょう 
 １０月１日から新たな防災・行政情報の配信サービスを開始してい

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 

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 

  

 

 

 
 
 

Google Play用 

 

 

 

 

 
※App StoreまたはGoogle Playで

「info canal」と検索しても登録

できます。 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

ハザードマップの再確認をしましょう 
 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することができます。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

県内の雨量・河川水位情報が確認できます 
 河川の急な増水や土砂災害には十分ご注意ください。また、国や県

において県内の雨量・河川水位情報や河川監視カメラの画像等を配信

しており、パソコンや携帯電話で確認することができます。 

◇サイト名等 

サイト名 ＵＲＬ ＱＲコード 

リアルタイム雨量 

・河川水位情報 
http://www.dif.pref.tochigi.lg.jp/ 

 

河川情報センター 

「川の防災情報」 
https://www.river.go.jp/ 

 

河川情報センター 

「川の水位情報」 
https://k.river.go.jp 

 

■問合 県河川課県土防災対策班 ☎０２８－６２３－２４４５ 

 

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 
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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参加者募集 
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。 

◇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） 

◇対象 ２０歳～５０歳までの未婚の人 

◇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 

 

どろんこ田んぼ収穫祭 
◇日時 １１月１０日（日）午前１０時～午後２時 

◇場所 七合公民館前広場 

◇内容 どろんこ田んぼで子どもたちが収穫した「古代米」を使った

餅や赤飯、豚汁その他試食と販売（試食は無くなり次第終了）、

興野農産物直売所による加工品や野菜の販売 

※事前申し込みは不要ですので、ぜひ、ご参加ください。 

■問合 七合会事務局（髙野）☎０９０－２１６８－９７８８ 

 

令和２年版県民手帳 
 １１月上旬より、下記店舗において県民手帳を販売しますので、各

店舗に在庫確認のうえ、お買い求めください。 

◇販売店舗 

販売店舗名 電話番号 

セブンイレブン 

那須烏山大金店 ☎０２８７－８８－０３０９ 

烏山バイパス店 ☎０２８７－８４－３０５６ 

那須烏山初音店 ☎０２８７－８２－２７７０ 

那須烏山中央店 ☎０２８７－８３－２９５１ 

ローソン 

那須烏山旭一丁目東店 ☎０２８７－８３－８８５５ 

烏山谷浅見店 ☎０２８７－８０－０５５０ 

那須烏山大桶店 ☎０２８７－８２－７２３０ 

ホームセンターカンセキ烏山店 ☎０２８７－８３－２７１１ 

ＧＥＯからす山店 ☎０２８７－８０－０８８０ 

カワチ薬局烏山店（直接店舗でご確認ください。） 

ベイシア烏山店（直接店舗でご確認ください。） 

◇価格 ポケット版：４４０円（税込）、通常版：５５０円（税込） 

※市役所総合政策課（烏山庁舎）でも取り扱いますので、詳細は下記

あてお問い合わせください。 

■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各種相談        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１１月の各種相談事業 
【心配ごと相談】 
◇日時 毎月第１・第３水曜日 １１月６日、２０日 午前９時～正午 

◇場所 ・社会福祉協議会烏山支所（６日） 

・保健福祉センター（２０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 １１月８日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 烏山庁舎 

◇申込 相談日の５日前までに下記あて申し込む。（予約制） 

■問合 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 １１月１５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 

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】 
◇日時 １１月５日（火）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        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１１月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 金   

２ 土 

おはなし会10:30～11:00 

落語会14:00～15:30 

スワッグ講座10:00～12:00 

おはなし会14:00～14:30 

南那須図書館 

南那須図書館 

烏山図書館 

烏山図書館 

３ 日 
文化の日 

【休日当番医】白寄医院（那珂川町） 

 

☎0287-92-2710 

４ 月 
振替休日 

【休日当番医】七合診療所 

 

☎0287-82-2781 

５ 火 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 

６ 水 
心配ごと相談 

そーいんぐ教室（要予約）受付 9:30～  

保健福祉センター 

保健福祉センター 

７ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

８ 金 
がん検診（婦人検診のみ） 

もの忘れ相談 

保健福祉センター 

烏山庁舎 

９ 土 おたのしみ会14:00～15:00 南那須図書館 

１０ 日 
【休日当番医】水沼医院 

特定健診・がん検診（予約者の日） 

☎0287-84-0001 

保健福祉センター 

１１ 月 南那須図書館特別休館（～15日）  

１２ 火 
幼児フッ素塗布 受付 13:00～13:30 

南那須グラウンド・ゴルフ協会大会 

保健福祉センター 

緑地運動公園 

１３ 水   

１４ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

妊婦・産後ママサロン（要予約）受付 9:40～10:00 

烏山庁舎・保健福祉センター 

保健福祉センター 

１５ 金 交通事故相談 県南那須庁舎 

※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。） 

 

 


