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「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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■感染症対策情報 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

中止または延期となるイベント等情報 
 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

11月7日（日） 市消防団通常点検 中止 
総務課 
☎0287-83-1117 

11月21日（日） 
生涯学習まつり 
「まなびフェスタ」 

中止 
生涯学習課 
☎0287-88-6223 

11月 
着物で街巡り 
紅葉を楽しむ 

中止 
街に賑わいを興す会（小堀）
☎0287-82-2608 

11月 語りのつどい 中止 
烏山語りの会（五月女）
☎0287-83-1407 

12月 
歳末チャリティ
ーショー 

中止 
烏山地区民俗文化奉仕協会（五月女） 
☎0287-83-1407 

※イベント等の詳細は、上記の問合先にお問い合わせください。 
■問合 市新型コロナウイルス感染症対策本部（総務課内） 
    ☎０２８７－８３－１１１７ 
 

■マイナンバーカード 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナンバーカード交付に伴う土曜日窓口の設置 
 マイナンバーカードの申請増加に伴い、下記によりマイナンバーカ

ードの交付を行います。予約制ですので、希望する人は、必ず前日ま

でに下記あて電話での予約をお願いします。 

◇交付日 毎月第３土曜日（令和３年度は、１１月２０日、１２月 

１８日、１月１５日、２月１９日、３月１９日） 

◇時間 午前８時４５分～正午（最終受付：午前１１時４５分） 

◇交付場所 市民課（烏山庁舎） 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

猫よけ器を貸し出します 
 市では、１１月から野良猫による被害で困っている人に猫よけ器（超

音波を発生させ、猫を遠ざける器具）の貸し出しを行っています。 

◇貸出台数 １世帯あたり２台まで 

◇期間 貸し出しを受けた日から起算して１５日以内（原則、同一年

度において１世帯１回限りの貸し出しです） 

◇費用 無料（ただし、使用に必要な乾電池は借受者の負担となりま

す。１台あたり単２形乾電池４本使用） 

◇申込 申請書（下記備付および市ホームページ掲載）を記入し、下

記あて提出する。 

◇注意事項 

 ・使用場所は、借受者の市内の所有地または借地とします。 

 ・猫の被害軽減対策以外の目的で使用しないでください。 

 ・超音波の効き目は猫の個体差によって変わるため、全ての猫に効

果を発揮するわけではありません。 

 ・試用目的での貸し出しです。効果が認められた場合は、ご自身で製

品（５，０００円～７，０００円程度）の導入をご検討ください。 

※詳細は、市ホームページでご確認ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

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

 

まちづくりに関する市民意向調査 
 市では、令和４年度にまちづくりのビジョンとなる第３次総合計画

をはじめ各分野の個別計画を策定する予定です。そこで、市民の皆さ

んの現在の生活状況や市政全般に対するご意見を伺い、その結果を計

画策定に反映させるため、市民意向調査を実施します。 

 調査票が届きましたら、ぜひ、調査へのご協力をお願いします。 

◇対象 １８歳以上の市民から無作為に抽出した２，０００人 

◇調査の回答方法 

 ・インターネットでの回答 

  １１月３０日（火）までにインターネット環境があるパソコンや

タブレット端末、スマートフォンから回答してください。 

※インターネットで回答した人は、紙の調査票への記入は不要です。 

 ・郵送での回答 

  調査票を返信用封筒に入れて、１１月３０日（火）までに郵便ポ

ストに投函してください。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１１月１日 Ｎｏ．３８７ 

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 httpｓ://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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■市政功労伝達式 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和３年度那須烏山市市政功労伝達式 
 各分野で、多年にわたり市の発展や地域活性化のために尽力された

個人や団体を顕彰するために、那須烏山市市政功労伝達式を開催しま

す。従来の市表彰式では、会場にどなたでも入場できましたが、コロ

ナ禍における社会情勢に鑑み、昨年度に引き続き、参列者を被表彰者

と一部の来賓に制限させていただき、規模を縮小して行いますので、

ご了承ください。 

◇日時 １１月１４日（日）午前１０時開式 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

税務課会計年度任用職員の募集 
◇募集内容 

職種 一般事務員 事務補助員 

任用 

期間 

令和４年２月１日（火） 

～３月３１日（木） 

令和４年１月１日（土・祝）

～３月３１日（木） 

※勤務は令和４年１月４日

（火）からです。 

人数 １名 ２名 

業務 

内容 

確定申告相談受付業務、電

算システム入力事務、書類

作成補助 ほか 

電算システム入力事務、書

類作成補助、確定申告期間

中の待合室受付 ほか 

勤務 

時間 

月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

※土・日曜日および祝日を除く、１日７時間勤務。 

勤務地 税務課（烏山庁舎） 

賃金 

時給１，１１９円 

※通勤手当が支給される場

合があります。 

時給８９７円 

※通勤手当が支給される場

合があります。 

資格等 

・パソコン操作（ワード・

エクセル等）ができる人 

・確定申告についての基礎

知識がある人 

パソコン操作（ワード・エ

クセル等）ができる人 

◇試験日 １１月２６日（金）予定 

※詳細は、応募者に別途通知します。 

◇応募方法 １１月１９日（金）までに履歴書（写真貼付）に必要事

項を記入し、下記あて郵送または持参する。 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分、郵

送の場合は、１１月１９日（金）必着です。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

戸別受信機を無料で貸し出しています 
 市では「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」で配信される情報を、音声

で聞くことができる「戸別受信機」を無料で貸し出しています。自宅

に簡単に設置でき、持ち運ぶこともできます。 

◇「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」で配信される情報 

 火災情報、防災情報、緊急地震速報、災害・避難情報、くらし情報、

健康・福祉情報、学び・子育て情報、観光情報、市政情報 

◇対象 市内に居住する世帯の世帯主、市内に事業所を設置し事業活

動を行う人 

◇費用 無料 

◇貸出窓口 烏山庁舎（総務課）、保健福祉センター（健康福祉課） 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

秋季全国火災予防運動 
 １１月９日～１５日は、秋季全国火災予防運動期間です。この期間

中、午前７時から３０秒間サイレンを鳴らしますので、火災と間違わ

ないようご注意ください。 

 この時期は特に、火災が発生しやすい状況にあります。火の始末に

は十分注意しましょう。 

◇令和３年度全国統一防火標語 

 「おうち時間 家族で点検 火の始末」 

◇３つの習慣 

 ・寝たばこは、絶対やめる。 

 ・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

 ・ガスコンロ等のそばを離れるときは、必ず火を消す。 

◇４つの対策 

 ・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

 ・寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使

用する。 

 ・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 

 ・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を

つくる。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■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」で自分の年金記録と年金

受給見込額を確認し、将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」を利用すると、パソコンやスマートフォンから

いつでも自分の年金記録を確認できるほか、年金記録から様々な条件

を設定したうえで、年金受給見込額の試算をすることもできます。 

 「ねんきんネット」は、日本年金機構ホームページ（https://www.

nenkin.go.jp/n-net/）で確認するか、下記あてお問い合わせください。 

■問合 宇都宮東年金事務所 ☎０２８－６８３－３２１１ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「マイナンバーカードを利用した申告」や

「スマホ申告」がさらに便利になります！ 
 令和４年１月以降からご利用できます。 

◇ＩＣカードリーダライタ無しでｅ－Ｔａｘ 

 ２次元バーコード（令和４年１月以降に国税庁のホームページに掲

載）を、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンで読み取れば、

マイナンバーカードを使ってｅーＴａｘで送信できます。 

◇スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力 

 スマートフォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すると、金

額や支払者等が自動で入力されます。 

◇スマホ専用画面の対象者範囲が拡大 

 ・対象所得 給与所得、雑所得および一時所得のほかに、特定口座

年間取引報告書（上場株式等の譲渡所得等・配当所得

等）および上場株式等の譲渡損失額（前年繰越分）等

にも対応できるようになります。 

 ・各種控除等 すべての所得控除、政党等寄附金特別控除、災害減

免額、予定納税額および本年分で差し引く繰越損失

額のほかに、外国税額控除にも対応できるようにな

ります。 

◇確定申告書の作成方法は動画でチェック 

 右記のＱＲコードから確定申告書等作成コーナーを 

利用した入力方法等の動画を案内しています。「動画で見る確定申告」 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１（自動音声が流れ

ますので「２」の番号を選択してください） 
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JA 

 ★迂回路 

 

                                  
 
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。 
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。 
（総合政策課広報広聴グループ ☎0287-83-1112） 
 

 

年末調整およびインボイス制度説明会 
 「令和３年分年末調整」および令和５年から導入予定の「適格請求

書等保存方式（インボイス制度）」の説明会を開催します。 

◇期日 １１月１８日（木） 

◇時間 年末調整説明会：午後１時３０分～２時２０分 

    インボイス制度説明会：午後２時５０分～３時２０分 

◇場所 烏山公民館２階研修室（中央２－１３－８） 

◇申込 事前に下記あて申し込む。定員５０名。 

※年末調整説明会にお越しの際は、毎年税務署から送付される資料「年

末調整のしかた」や「給与所得の源泉徴収票の作成と提出の手引き」

を忘れずにご持参ください。 

※インボイス制度の資料は会場で配布します。 

※入館時はマスクの着用、アルコール消毒、検温にご協力ください。

状況により入館をお断りする場合もあります。 

■問合 氏家法人会那須烏山支部（那須烏山商工会内） 

    ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

国税庁ホームページの 

「年末調整特集ページ」をご利用ください 
 税務署主催の年末調整説明会（例年１１月開催）は、これまでの大

規模集合方式から動画を中心とした体制へ変更するため、令和３年以

降は実施しません。国税庁ホームページ「年末調整特集ページ」の動

画をご覧ください。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１（自動音声が流れ

ますので「２」の番号を選択してください） 

 

税を考える週間 
【「税を考える週間」とは】 
◇国税庁の広報活動等 

 国税庁では、国民の皆さん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～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。ホー

ムページに「くらしを支える税」をテーマにした特設ページを設け国

税庁の各種取り組みを紹介するほか、動画やＳＮＳを用いた広報活動

を実施します。 

◇講演会の実施や関係民間団体等との連携 

 新型コロナウイルス感染防止策を徹底し、下記の取り組みを実施し

ます。 

 ・社会人や大学生、専修学校生等を対象とした講演会や説明会を実

施します。 

 ・関係民間団体や地方公共団体等と連携して、各種イベントを全国

各地で実施します。 

【国税庁のデジタル化への取り組み】 
◇年末調整は、アプリ「年調ソフト」で自動計算ができます。 

 年末調整手続きを、「年調ソフト」で電子化することにより、勤務

先・従業員双方の年末調整に係る事務負担を軽減することができます。 

◇確定申告は、スマートフォンで作成・提出ができます。 

 スマートフォンのカメラ機能を利用して給与所得の源泉徴収票の読

み取りができるようになります。（令和４年１月対応予定） 

 スマートフォンから譲渡所得や配当所得のうち、特定口座年間取引

報告書の入力ができるようになります。（令和４年１月対応予定） 

◇税の納付は、キャッシュレスでらくらく決済できます。 

 ダイレクト納付、インターネットバンキング等を利用した電子納税

のほか、クレジットカード納付や振替納税によりキャッシュレス納付

が可能です。 

◇税の疑問は、チャットボットですぐに相談できます 

 税に関する疑問をフリーワード等で入力すると、自動で回答を表示

します。 

 税務相談チャットボットは、国税庁ホームページで公開中です。（所

得税の確定申告は、令和４年１月上旬公開予定） 

※各種取り組みの詳細は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.j

p）をご覧ください。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

国保税等の納付確認書が必要な人は窓口へ 
 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（マイナンバーカード、運転免許証等） 

※烏山庁舎以外での発行はしません。 

※本人または同一世帯以外の人が来る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）分は対象としません。 

※市で確定申告をする場合は不要です。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

青色・白色決算説明会の中止 
 例年実施していた下記の説明会は、新型コロナウイルス感染症の感

染状況および参加者の安全を考慮し、昨年に引き続き、中止します。

◇中止となる説明会 

 ・青色・白色決算説明会（例年１２月開催） 

 ・消費税等説明会（例年１２月開催） 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１（自動音声が流れ

ますので「２」の番号を選択してください） 

 

■道路 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

田野倉地区の交通規制 
 主要地方道・宇都宮那須烏山線における田野倉地区の金田橋の架替

工事に伴い、車両の通行止めを行います。 

◇車両通行止め区間 

 路線名：主要地方道・宇都宮那須烏山線 

 区間：田野倉交差点～那須烏山市役所（南那須庁舎）前交差点 

※歩行者および自転車は仮設橋を利用できます。 

◇車両通行止め予定期間 

 １１月８日（月）正午～令和４年５月３１日（火）正午 

◇迂回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※迂回路の詳細は、県烏山土木事務所のホームページ 

（https://www.pref.tochigi.lg.jp/h58/2021ukarasu_tuu 

koudome.html）でご確認ください。 

■問合 県烏山土木事務所整備部 ☎０２８７－８３－１３１７ 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

市役所 

南那須庁舎 

 
大金駅 

保健福祉センター 

 

田野倉交差点 

通行止め区間 金田橋 

 

図書館 

 

10 

 

233 

 

★迂回路 

 

ととちちぎぎテテレレビビののデデーータタ放放送送ををごご覧覧くくだだささいい   

       ｄボタン    
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■農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「栃木県民ごはんの日」プロジェクト 
 県では、毎月、「５（ご）」と「８（はん）」のつく日を「栃木県民ご

はんの日」と定め、この日は「１日３食ごはんを食べよう」を合言葉

に、米の消費拡大運動を展開しています。 

 お米は、「炭水化物」をはじめ、「たんぱく質」、「ビタミン」や「ミ

ネラル」も多く含まれる栄養バランスのよい食べ物と言われています。

健康的な毎日を送るために、ごはんを中心としたバランスのよい食事

をとりましょう。 

 また、民間企業や団体が実施する米の消費拡大につながる取り組み

を協賛事業として募集しています。 

 詳細は、県のホームページ（https://www.pref.tochigi.lg.jp/g03/wor

k/tochigikenmingohanday.html）でご確認ください。 

■問合 県農政部経済流通課 ☎０２８－６２３－２２９８ 

 

■人権 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

全国一斉「女性の人権ホットライン」電話相談 

 女性の人権問題に積極的に取り組むことを目的に、１１月１２日～

１８日の１週間を全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間とし

ました。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ュアル・ハラス

メント、ストーカー行為等の相談を、時間を拡大して対応します。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１２日（金）～１８日（木） 

    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） 

■問合 宇都宮地方法務局 ☎０２８－６２３－０９２５ 

 

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

 

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。歯

周病予防のため、検診を受けましょう。 

 詳細は、５月上旬に郵送した通知をご覧ください。 

◇対象者 ４０歳（昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日） 

     ５０歳（昭和４５年４月２日～昭和４６年４月１日） 

     ６０歳（昭和３５年４月２日～昭和３６年４月１日） 

     ７０歳（昭和２５年４月２日～昭和２６年４月１日） 

◇実施期間 １２月３１日（金）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 

市外局番（０２８７） 

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 上記の医療機関に電話等で申し込む。（要予約） 

※受診する際には必ず保険証をお持ちください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

子宮頸がん施設（医療機関）検診 
 対象者は子宮頸がん検診を下記の医療機関で受けることができます。 

 この機会に、ぜひ、受診してみませんか？詳細は、８月下旬に郵送

した通知でご確認ください。 

◇対象者 ２０歳（平成１２年４月２日～平成１３年４月１日） 

     ２５歳（平成７年４月２日～平成８年４月１日） 

     ３０歳（平成２年４月２日～平成３年４月１日） 

     ３５歳（昭和６０年４月２日～昭和６１年４月１日） 

     ４０歳（昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日） 

◇実施期間 １２月３１日（金）まで ※休診日を除く。 

◇自己負担 １，５００円 

◇医療機関 

医療機関名 住所 電話番号 

国際医療福祉大学 

塩谷医院 
矢板市富田７７ 0287-44-1155 

きうち産婦人科医院 矢板市富田５４８－１ 0287-43-5600 

黒須病院 さくら市氏家２６５０ 028-682-8811 

さくら産院 さくら市氏家２１９０－５ 028-682-3000 

森島医院 さくら市櫻野１３０８ 028-682-2116 

◇申込 電話等で下記あて申し込み、受診券を取得してください。 

※医療機関（要予約）で受診券等を記入し、受診してください。また、

市の集団健診でも同料金で受診することができます。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

健康診査を受け忘れていませんか？ 
 新型コロナウイルス感染症が気になって受診を控えている皆さん、

令和３年度の集団健康診査は１２月１１日（土）で終了します。定期

的な健診とがん検診等で健康状態をしっかりチェックするために受診

をご検討ください。 

◇日程 全て予約が必要です。 

期日 場所 受付時間 

１１月２９日（月） 南那須公民館（岩子６－１） 
午前８時１０分 

～１０時３０分 １２月１１日（土） 
南那須公民館（岩子６－１） 

◎婦人検診等あり 

※感染症対策として、３密（密閉・密集・密接）を避けるため、受付

時間を指定させていただきます。健診日の約７日前に「集団健診の

お知らせ」で受付時間をお知らせします。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※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。 

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合があります。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 

 

とちぎ難病相談支援センター電話での医療相談 
 予約時間には電話に出られる状態でお待ちください。 

【消化器系疾患】 
◇日時 １１月１８日（木）午後１時～４時 

◇医師 自治医科大学附属病院消化器内科医師 小黒邦彦 氏 

◇主な疾患 潰瘍性大腸炎、クローン病、原発性胆汁胆管炎、自己免

疫肝炎 

◇予約締切日 １１月１５日（月） 

【神経・筋疾患】 
◇日時 １１月２５日（木）午後１時～４時 

◇医師 自治医科大学附属病院脳神経内科医師 田中亮太 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 １１月２２日（月） 

※予約締切日までに下記あて申し込む。 

※受付時間は月～金曜日の午前１０時～正午、午後１時～４時です。 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 
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「こころ温まるエピソード」募集 
 ２月２２日は「那須烏山市こころを元気にする日」です。それに伴

い「今年あったこころ温まるエピソード」を募集します。応募いただ

いた中からエピソードを広報紙に掲載させていただきます。また、な

すから健康マイレージを３０ポイント付与します。 

◇対象 市に住所を有する人 ※先着５０名に景品があります。 

◇募集期間 １１月１日（月）～３０日（火） 

◇内容 ①～④の項目すべてを記入。（指定の用紙はありません） 

 ①住所（景品を送付するために必要です） ②名前 

 ③エピソード（出来事、その時の気持ち等） 

※市内で起こった出来事があれば、優先的に記入ください。 

 ④こころの健康を保つために取り組んでいること 

◇応募方法 下記窓口に直接持参するか、郵送で提出してください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

    （〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１） 
 

知って得する☆自分メンテナンス教室 
 今年度の特定健康診査受診者を対象に、生活習慣病予防のための教

室を開催します。講話や運動実技のほか、尿検査で日頃の塩分摂取量

を知ることができます。この機会に生活習慣を見直してみませんか？ 

◇日時・内容 

 第１回：１２月２日（木）午前１０時～１１時３０分 

  医師講話「サラサラな血液が脳を守る！～結果健診を読み込もう」 

 第２回：令和４年１月１４日（金）午前１０時～１１時３０分 

 第３回：令和４年２月１５日（火）午前１０時～１１時３０分 

  運動実技「自宅でできるエクササイズ」 

  栄養講話「食生活改善のポイント」 

※第２回と第３回は同じ内容ですが、参加者をグループ分けし、２日

間で運動実技・栄養講話のどちらにも参加できるように調整します。 

◇場所 南那須公民館会議室・多目的ホール（岩子６－１） 

◇対象 市内に住所を有する４０～６９歳の人 

◇費用 尿中塩分測定検査料３００円（第１回目に実施） 

※教室に参加せず、尿検査のみを希望する人は５００円です。 

◇定員 各日１５名程度（先着順） 

◇申込 １１月２５日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

※原則、３日間全てに参加してください。 

※この教室は生活習慣病予防を目的としています。すでに治療中で、

内服や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。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
 

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４年２月２８日（月）まで 

※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。 

◇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 上限３，５００円（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。 

※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。（上限３，５００円） 

◇接種方法 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）で取得し、必要事

項を記入のうえ、医療機関に提出してください。 

◇注意事項 

 ・対象者への個別通知はありません。 

 ・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 

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

 

「子ども・子育て会議」公募委員の募集 
 市では、附属機関として「子ども・子育て会議」を設置し、子育て

支援等に関する事業計画、その他の子ども・子育て支援に関する重要

な施策について調査審議を行っています。この事業計画や施策等に市

民の皆さんの意見を反映させるため、公募委員の募集を行います。 

◇募集人数 ２名（任期：２年以内） 

◇応募資格 市内に在住し、下記のいずれかに該当する人。 

 ・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、那須烏山市の

子ども・子育て支援に関心や熱意のある人 

※すでに市の附属機関の委員になっている人は申し込みできません。 

◇報酬 日額５，０００円 

◇応募方法 １１月１２日（金）までに応募用紙（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、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～午

後５時、郵送の場合は１１月１２日（金）必着です。 

◇選考 応募用紙をもとに選考し決定します。なお、応募書類は返却

しません。 

■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 保健福祉センター内） 

 

とちぎ結婚支援センター登録補助金 
 市では、結婚を希望する独身者の結婚支援を図るため、とちぎ結婚

支援センター入会登録料１０，０００円の一部を補助します。 

◇対象 ４月１日以降にとちぎ結婚支援センターに入会登録した独身

者で、下記のすべての要件を満たす人 

    ・市内に住所を有する人 

    ・税の滞納がない人 

    ・婚姻後も継続して市に居住する意思を有する人 

◇補助率 入会登録料の２分の１（上限５，０００円） 

◇申込 申請書兼請求書（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、下記あて郵送または直接持参する。 

※詳細は、県とちぎ結婚支援センターホームページ（https://www.pr

ef.tochigi.lg.jp/e06/kekkonsien-center.html）で確認するか、下記あて

お問い合わせください。 

※こども館は、月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

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等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、縄等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 
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女性に対する暴力をなくす運動 
 毎年、１１月１２日～２５日の２週間は、「女性に対する暴力をなく

す運動（パープルリボン）」の推進期間です。 

 悩んでいたらひとりで抱え込まず、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り組みを一層強化します。 

 ・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。 

◇様々な形の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 ☎＃８００８ 

性犯罪・性暴力被害者のための 

ワンストップ支援センター 
☎＃８８９１ 

警察相談専用窓口 ☎＃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 ☎０２８－６６５－８７２０ 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎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で、かつ、１年以

上保育所等に勤務していなかった人。 

◇交付額 上限１０万円 

◇申請方法 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） 
 

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。 

 受付時間帯は、新型コロナウイルス感染症対策のため時間帯を区切

って案内します。詳細は個別通知でご確認ください。 

 会場は、こども館（南１－５６２－１２）です。ご注意ください。 

【４か月児・８か月児健診】 
◇日時 １１月１７日（水）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年７月、令和３年３月生まれの乳児 

【１歳６か月児相談】 
◇日時 １１月２２日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年１１月、令和２年１０月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 １１月２６日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年１０月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 １１月２４日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３１年４月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 １１月２６日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 平成３０年１０月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 １１月１７日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２８年１１月生まれの幼児 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

産後サポート事業「おひさま」 
 「おひさま」は月に1回、産後４か月までの母親やその家族を対象

に、母親同士で育児について語り、母親のリラクゼーションや赤ちゃ

んのベビーマッサージを体験しゆったりとした時間が過ごせる場です。 

◇日時 １１月２５日（木）午前１０時～１１時３０分 

    （受付：午前９時４０分～） 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇内容 母親の健康チェック、赤ちゃんの体重測定 

    ベビーマッサージ、母親のリラクゼーション 

◇今月の対象 市内在住の令和３年７月以降に出産した母親とその 

       家族（赤ちゃんのきょうだいの参加可） 先着１０名 

◇持物 母子健康手帳、バスタオル、飲物、おむつやミルク等のお出

掛けセット 

◇申込 １１月１８日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

※動きやすい服装でご参加ください。 

※当日は検温し、発熱がないことを確認してからご参加ください。ま

た、マスクの着用や消毒等、感染症対策にご協力ください。 

※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 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

離乳食相談 
 「離乳食のすすめ方を確認したい」「かたさや量の目安が分からな

い」等、気になることや悩んでいることを、気軽にご相談ください。 

 会場は、こども館（南１－５６２－１２）です。ご注意ください。 

◇日時 １１月１１日（木）午前９時～正午の予約制 

◇場所 こども館 

◇対象 離乳食期のお子さんとその保護者 

◇内容 栄養士・保健師による個別相談 

◇申込 １１月８日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

※電話での相談も可能です。 

■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 
 季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時流行を

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 令和４年２月２８日（月）まで 

※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 

※１歳～１３歳未満が２回接種する場合には、２回分助成します。 

◇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）

または市民課（烏山庁舎）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。 

【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４年３月３１日（木） 

◇申請場所 こども課（保健福祉センター） 

◇持物 

 ・領収書（原本で「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 

※同一家族に接種を受けたお子さんが数名いる場合、まとめて申請し

てください。 

◇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 
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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 午前１０時～１０時４５分 

◇内容 ・１１月１０日・２４日は年齢に合わせた季節の手遊びや体

操等（予約不要） 

    ・１１月１７日は大喜正昭先生とのおしゃべりタイム（事前

予約制、１組３０分） 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 ３組程度 

◇申込 １１月１４日（日）までに電話等で下記あて申し込む。 

【音を鳴らして遊ぼう】 
◇日時 １１月１９日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 講師の先生が持参する、いろいろな民族楽器を鳴らして遊ぶ。 

◇講師 黒須千鶴先生 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 先着３組 

◇申込 １１月１７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「１１月の出前サロン」 
◇日時 毎週木曜日 午前９時３０分～午後１時３０分 

◇場所 境公民館（上境２９０－１） 

◇内容 季節の手遊び、親子体操等（申込不要） 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 

※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

組程度を目安とし、利用時間は１組１時間程度とします。 

■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 
【クリスマス飾り作り】 
◇内容 子育て支援センター利用時に作れます。随時、申し出くださ

い。（申込不要） 

【１１月のお誕生日カード作り】 
◇内容 子育て支援センター利用時に親子でお誕生カードを作ります。

１１月生まれの旨を申し出ください。（申込不要） 

◇対象 市内在住の１１月生まれの未就園児と保護者 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、利用する際はマスクを着用

（２歳未満のお子さんは不要）してください。また、発熱・体調不

良等の症状のある日は利用をご遠慮ください。 

※利用時間・入室人数等を制限させていただく場合があります。事前

に下記あてお問い合せください。利用時間等をご案内できます。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 
 

認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 

ひよこ教室 
◇日時 １１月８日（月）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 

◇内容 秋祭り！！～縁日ごっこを楽しもう！～ 

◇対象 未就園児と保護者 

◇持物 親子とも上履き ※費用は無料です。 

◇申込 １１月５日（金）までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 烏山聖マリア幼稚園 ☎０２８７－８２－３３５７ 

 

認定こども園 烏山みどり幼稚園 

みどり未就園児教室 
◇日時 １１月２５日（木）午前１０時１５分～１１時 

◇場所 認定こども園 烏山みどり幼稚園 

◇内容 リトミック、パネルシアター 

◇対象 １歳半からの就園前の幼児と保護者 

◇持物 ゴム底の上ぐつ（幼児・保護者用） ※費用は無料です。 

◇申込 １１月１１日（木）までに電話で下記あて申し込む。 

※受付日時は月～金曜日の午前９時～午後５時です。 

■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９ 

■生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和４年 成人式 
 案内状は、令和３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１３年４月２日～平成１４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する。 

※メールで申し込む場合は、件名に「成人式申込」等を必ず記載する。 

【成人式概要】 
◇期日 令和４年１月９日（日） 

◇時間 ・南那須地区在住または出身の人 受付：午前９時３０分～ 

    ・烏山地区在住または出身の人 受付：午後１時～ 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

■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 

 

ジオパーク事業 

「親子化石研究講座」参加者募集 
 「化石」探しのできるスポットの探索と種類同定のしかたを学ぶ、

フィールドワークと座学を組み合わせた全２回の講座です。 

◇日時 １回目：１１月２０日（土）午前８時～午後１時 

    ２回目：１１月２３日（火・祝）午前９時～正午 

◇場所 １回目：南那須公民館（バスで市内を巡ります） 

    ２回目：烏山公民館 

◇内容 市職員が講師となり、市内の代表的な地層と産出化石を学ぶ。 

◇対象 小学校３年生～中学校３年生の親子 先着５組程度 

◇費用 無料 

◇持物 ひざ下までの長靴または履き替え用の靴、汗拭きタオル、飲

物、軍手、化石採取用の新聞紙・ビニール袋 

※歩きやすい服装でご参加ください。 

◇申込 １１月１日（月）～１５日（月）の午前８時３０分～午後５

時に電話等で下記あて申し込む。 

※１１月１３日（土）時点で県の警戒度が「まん延防止等重点措置国

（県）版ステージ３」以上になった場合は中止します。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

外国人との「みかん狩り」参加者募集 
 市の国際交流協会では、在日外国人と市民の親睦・交流を促すため、

国見で「みかん狩り」を行います。外国人の皆さんもぜひ、お申し込

みください。 

◇日時 １１月２１日（日） 集合：午前９時３０分 烏山公民館 

◇場所 国見山みかん園（小木須３００） 

◇対象 市内在住・在勤者 ２５人（定員になり次第締め切り） 

◇費用 ５００円（家族で参加の場合、小学生以下は無料） 

◇申込 １１月１７日（水）までに電話で下記（開館時間内）あて申

し込む。 

■問合 烏山公民館（市国際交流協会事務局） 

    ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

那須烏山ジオパーク構想情報発信中 
 特設ホームページ（http://nasukara-geo.jp）で那須

烏山ジオパーク構想に関するイベントやジオサイトの

情報等を紹介しています。ぜひ、ご覧ください。 

■問合 生涯学習課ジオパーク推進室 

    ☎０２８７－８８－６２２３ 
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■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

南那須図書館リサイクルフェア 
 館外では手作りパン、ヤクルト、ＪＡの新鮮野菜の販売もあります。 

【リサイクルフェア】 
◇日時 １１月２１日（日）午前９時３０分～閉館時間 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

◇内容 除籍等で不要になった図書、雑誌合わせて１０冊までお持ち

帰りできます。エコバッグをお持ちください。 

【おはなしフェスティバル 要予約】 
◇日時 １１月２１日（日）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇出演 アトリエびっき ほか 

◇内容 人形劇、絵本の読み聞かせ等 ※親子１０組限定。 

◇費用 無料 

◇申込 南那須図書館カウンターまたは電話で下記あて申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

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

 

令和４年版栃木県民手帳販売 
 １１月上旬から、下記店舗において県民手帳を販売します。 

◇市内取扱店舗（出典：栃木県ホームページ） 

 ・ホームセンターカンセキ 烏山店 

 ・ローソン 那須烏山旭一丁目東店 

       那須烏山大桶店 

       烏山谷浅見店  

◇規格、販売価格 

 ・規格：通常版（１４．８ｃｍ×８．９ｃｍ）、カバーの色は緑と

赤の２色（ポケット版の販売はありません） 

 ・販売価格：５５０円（税込み） 

※市役所総合政策課（烏山庁舎）では１１月４日（木）から販売しま

す。販売時間は、平日の午前９時～正午、午後１時～５時です。詳

細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県統計協会 ☎０２８－６２３－２２５２ 

    総合政策課情報統計グループ ☎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１７日 午前９時～正午 

◇場所 南那須公民館第１会議室（岩子６－１） 

※今月は、第１水曜日は祝日のため、実施しません。 

■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 

【精神障がい者と家族の交流会・相談会】 
◇日時 １１月１日（月）午前１０時～午後５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 

 

電話による不動産無料相談会 
◇日時 １１月1２日（金）午後１時３０分～３時３０分 

◇相談方法 電話相談 ※先着４名。予約制。 

◇申込 電話で下記あて申し込む。 

■問合 （公社）栃木県宅地建物取引業協会県北支部 

    ☎０２８７－６２－６６７７ 

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

 

１１月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 月 

固定資産税第３期・国民健康保険
税第４期・介護保険料第４期・介
護保険料第４期・後期高齢者医療
保険料第４期納期限・口座振替日 
１０月分水道料金等納入期限 

 

２ 火 
妊婦サロン「母親学級」（要予約）
受付9：00～10：00 

こども館 
 

３ 水 
文化の日 
【休日当番医】坂本クリニック（那珂川町） 

 
☎0287-92-1166 

４ 木 
移動出前サロン9：30～13：30 
窓口業務延長（～19:00） 

境公民館 
烏山庁舎・保健福祉センター 

５ 金 がん検診（完全予約制・婦人検診のみ）  南那須公民館 

６ 土   

７ 日 
特定検診・がん検診（完全予約制） 
【休日当番医】近藤クリニック 

南那須公民館 
☎0287-83-2250 

８ 月   

９ 火 秋季全国火災予防運動（～11/15）  

１０ 水 ぴよぴよ広場10：00～10：45 こども館 

１１ 木 
離乳食相談（要予約） 
移動出前サロン9：30～13：30 
窓口業務延長（～19:00） 

こども館 
境公民館 
烏山庁舎・保健福祉センター 

１２ 金   

１３ 土   

１４ 日 【休日当番医】佐野医院 ☎0287-84-1616 

１５ 月 特定検診・がん検診（完全予約制） 烏山体育館・烏山公民館 
 
※ＱＲコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。 
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