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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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）  
 新型コロナウイルスワクチンの追加接種は、国の方針に基づき、計

画・準備を進めています。追加接種は、２回目の接種から８か月を経

過した人が対象となり、市の集団接種は２月上旬から開始予定です。 

 クーポン券（接種券）は、２回目の接種から８か月を経過する人か

ら順次発送する予定です。医療従事者等で、すでに２回目の接種から

８か月を経過する人は年内に発送しますので、届かない場合は、下記

あてお問い合わせください。 

 今後のスケジュール等は市ホームページ等で随時、お知らせします。 

■問合 市新型コロナウイルスワクチン接種対策室（午前９時～午後５時） 

    ☎０２８７－８２－７５３５ 

 

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

 

そろそろ、あなたもマイナンバーカード 
 「いま、３人に１人が持ってるんだって」「最近、メリットが増えて、

気になってます」最近こんなテレビコマーシャルを見た人もいると思

います。【マイナンバーカード特設サイト（https://mynumbercard.sou

mu.go.jp）を参照】 

 マイナンバーカードはマイナンバー（個人番号）が記載された顔写

真付のカードです。本人確認書類として利用できるほか、健康保険証

としての利用やｅ－Ｔａｘ等の電子証明書を利用した電子申請等、

様々なサービスにも利用できます。 

 市では、令和４年４月（予定）から、マイナンバーカードを利用し

て全国のコンビニエンスストアで住民票等各種証明書を取得できるよ

うに、準備を進めています。 

 暮らしを便利にしていくマイナンバーカード。あなたも作ってみま

せんか。マイナンバーカードの取得は、スマートフォンやパソコンか

ら簡単に手続きできるほか、郵送でも申請できます。詳細は、マイナ

ンバーカード総合サイト（https://www.kojinbango 

-card.go.jp）でご確認ください。 

■問合 （マイナンバーカードの申請に関すること） 

    市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    （マイナンバー制度に関すること） 

    総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

那須烏山市奨学生募集  
 経済的理由により、修学が困難な家庭の生徒・学生に奨学金を給付

し有用な人材育成や教育の機会均等に資するため奨学生を募集します。 

◇給付年額 高等学校等：１００，０００円 

      大学等：２００，０００円 

◇応募資格 ・令和４年４月に高等学校等および大学等に進学または

在学する生徒・学生 

      ・本人または本人の生計を維持する人が市内在住 

      ・在学校の学習成績評定平均値が３．０以上 

      ・申請時の家庭状況や生計を維持する人の所得状況によ

り、進学または在学することが困難と選考委員会が認

める人 

      ・他制度の給付型奨学金を受けていない人 

◇募集人数 高校生５名、大学生・専門学生等５名 

◇応募方法 １２月１日（水）～令和４年１月１９日（水）に応募要

項（下記および市役所烏山庁舎正面玄関ロビー、市内中

学校、市内高等学校備付）にある書類を下記あて提出す

る。郵送の場合は令和４年１月１９日（水）必着です。

（土・日曜日、祝日および年末年始は除く） 

※応募要領は、市ホームページからもダウンロードできます。 

◇選考結果 ２月下旬までに本人あて通知します。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

    （〒３２１－０５９５ 大金２４０） 

 

■国体・作品展示 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ＪＲ烏山線アキュム車内で絵画展 
 ＪＲ烏山線の応援企画として毎年実施しているアキュム絵画コンテ

ストですが、今年は「いちご一会とちぎ国体とちぎ大会応援ポスター

コンクール」として実施し、入選作品をアキュムの車内に展示します。 

◇展示期間 １２月～令和４年１月３１日（月） 

※展示作業が終了次第展示されます。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。また、１月には展示絵画の入れ

替えを予定しています。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和３年１２月１日 Ｎｏ．３８９ 

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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■交通安全・防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

年末の交通安全県民総ぐるみ運動 
 年末のこの時期は、交通事故が多発傾向にあります。市民1人ひと

りが交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。 

◇期間 １２月１１日（土）～３１日（金） 

◇運動の重点 ・子供と高齢者の交通事故防止 

       ・飲酒運転等の根絶と安全運転の励行 

       ・「ライト４（フォー）運動」と「原則ハイビーム」の

推進 

◇統一行動日 

 ・１２月１７日（金）「飲酒運転根絶」強化の日 

 ・１２月２２日（水）「ライト４とハイビーム」強化の日 

 ・１２月２４日（金）「止まってくれない栃木県からの脱却」強化の日 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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 

 

■年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民年金保険料の控除証明書 
 令和３年１月１日から１２月３１日までに納付する国民年金保険料

は、「所得税および住民税の申告」で全額が社会保険料控除の対象とな

ります。「年末調整」や「確定申告」で社会保険料の控除を申告する場

合、日本年金機構から送付された「社会保険料（国民年金保険料）控

除証明書」が必要ですので、大切に保管してください。 

 令和３年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付

した人には１１月上旬に証明書が送付されていますので、ご確認くだ

さい。なお、紛失等により控除証明書の再発行が必要な場合は、下記

あてご連絡ください。 

※令和３年１０月１日から１２月３１日までに初めて国民年金保険料

を納付する人の証明書は、令和４年２月上旬に送付予定です。 

■問合 日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル 

    ☎０５７０－００３－００４（ナビダイヤル） 

    ☎０３－６６３０－２５２５（０５０で始まる電話の場合） 

 

■確定申告 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

農業所得収支内訳書の事前提出 
 農業所得のある人向けの収支内訳書の送付は、昨年で終了しました。

収支内訳書は市役所烏山庁舎、市役所南那須庁舎、那須南農業協同組

合本店および全支店で配布しています。収入と経費をまとめていない

状態で市役所での申告受け付けはできません。 

 なお、収支内訳書の事前提出は継続して受け付けます。事前に提出

していただくと申告当日の受け付けはスムーズになりますので、事前

提出をご検討ください。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

氏家税務署における確定申告 
 確定申告には、自宅からパソコンやスマートフォンで利用できるｅ

－Ｔａｘ・スマートフォン申告が便利です。国税庁ホームページ「確

定申告書等作成コーナー」を使用すれば、確定申告会場に出向かなく

ても、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはマイナンバー

カードとＩＣカードリーダライタを利用して、ｅ－Ｔａｘで申告書を

提出できます。また、作成した申告書を印刷して、郵送等で税務署に

提出することもできます。 

 まだマイナンバーカードを持っていない人は、早めの取得をお願い

します。 

【確定申告等のお問い合わせ】 
 国税庁ホームページ「タックスアンサー」・「チャットボット（ふた

ば）」をご利用ください。 

【ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーの操作等のお問い合わせ】 
 ・ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク 

  ☎０５７０－０１－５９０１（土・日曜日および祝日、１２月２

９日～令和４年１月３日を除く） 

 ・スマートフォン申告は、左記のＱＲコードから 

  申告書を作成してください。 

【所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場の開設】 
◇日時 令和４年１月２４日（月）～３月１５日（火） 

    受付：午前８時３０分～午後４時 相談：午前９時～ 

※土、日曜日および祝日を除く。 

※午後４時前であっても、相談受付を終了する場合があります。 

◇場所 氏家税務署２階会議室 

※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、還付申告相談を２月

１５日（火）以前でも受け付けます。 

※贈与税の申告相談は、２月１日（火）以降、受け付けます。 

※確定申告会場への入場には、当日配布または国税庁ＬＩＮＥ公式ア

カウントから事前に取得した入場整理券が必要です。 

※スマートフォンを持っている人は、確定申告会場において、基本的

にスマートフォンを利用して申告書を作成していただきます。 

※確定申告会場には、マスクを着用のうえ、できる限り少人数でお越

しください。入場の際に検温を実施します。咳・発熱等の症状のあ

る人は、入場をご遠慮いただく場合があります。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

自宅からのパソコン・スマホ申告相談会 
 令和３年分の所得税（還付）申告は令和４年１月から電子申告（ｅ

－Ｔａｘ）が可能です。マイナンバーカードを活用したパソコン・ス

マートフォンによる申告について事前準備書類や入力方法等を具体的

に説明します。ｅ－Ｔａｘを利用することで、混雑する会場ではなく

自宅で簡単便利に申告することができます。 

◇日時 １２月２０日（月）、２１日（火）午前１１時～午後２時 

◇場所 烏山庁舎２階第４会議室 

◇対象の所得と控除 ・所得の種類が給与、公的年金、一時所得 

          ・控除の種類が医療費控除、ふるさと納税の寄

附金控除、住宅ローン控除（初年度） 

◇内容 申告に必要な書類の説明、各種所得や控除の計算方法、パソ

コン・スマートフォンへの入力と電子申告の方法。 

※1人１５分程度です。必要な持物は特にありません。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

■人権 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

特設人権相談所を開設します 
 １２月４日～１０日は第７３回人権週間です。この人権週間に併せ

て「特設人権相談所」を開設しますので、ご利用ください。 

◇人権啓発キャッチコピー 「誰か」のこと じゃない。 

◇日時 １２月６日（月）午前９時～正午 

◇場所 南那須公民館第１会議室（岩子６－１） 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 
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■商工・観光 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

公衆トイレの冬季閉鎖 
 下記の公衆トイレを凍結破損防止のため冬季閉鎖します。 

◇期間 １２月１３日（月）～令和４年３月１４日（月） 

◇箇所 大沢せせらぎの里公衆トイレ、滝水辺公園公衆トイレ 

■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

求職者のための巡回相談会＆巡回セミナー 

（正社員で働きたい人のための無料講座） 
 求職者のためのキャリアカウンセラーによる相談会・セミナーを開

催します（要予約）。正社員で働きたい人のための就職活動サポート講

座を行うほか就労に関する相談を受けます。セミナーのみ、相談のみ

の参加も可能です。年代を問わず、知っておくと参考になる内容です

ので、ぜひ、ご利用ください。 

※とちぎジョブモール巡回相談会・セミナーは、雇用保険受給中の就

職活動の実績となります。 

◇日時 １２月１６日（木）午前１０時３０分～正午、午後１時～４時 

◇場所 烏山庁舎２階第４会議室 

◇内容 午前１０時３０分～正午：「とちぎジョブモール巡回セミナー」 

    テーマ：正社員で働きたい人のための就職活動サポート講座 

    講師：ジョブモールキャリアカウンセラー 

    午後１時～４時：「とちぎジョブモール巡回相談会」 

    ・就職活動、スキルアップに関するアドバイス 

    ・職業適性診断 

    ・履歴書の書き方、面接の受け方のアドバイス 

◇費用 無料 

◇定員 巡回セミナー：先着１５名 

    巡回相談会：先着３名（相談時間は１時間程度を基本として

いますが、職業適性診断は１時間３０分を要します） 

◇申込 １２月１５日（水）午後４時までに電話で下記あて申し込む。 

※土・日曜日を除く。申込時に相談希望内容を 

 お伝えください。詳細は、市ホームページで 

 ご確認ください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

弁護士による無料電話相談 

生活相談ホットライン 
 新型コロナウイルス感染症の影響で生じた様々な問題に対し相談の

機会を提供するため、日本弁護士連合会が主催する、弁護士による無

料電話相談「新型コロナウイルス感染症第２回生活相談ホットライン」

を実施します。（共催：栃木県弁護士会） 

◇日時 １２月２日（木）午前１０時～午後３時 

◇相談先 ☎０１２０－２５４－９９４（フリーダイヤル、通話料無料） 

※上記は特設番号です。当日以外は利用できません。 

■問合 市消費生活センター ☎０２８７－８３－１０１４ 

 

アナログ回線に戻す契約にご注意ください 
 最近、消費生活センターに寄せられている苦情相談に、光回線をア

ナログ回線に戻す契約に関する被害相談が多くなっています。契約す

る際は下記の内容に注意し、困ったときは下記あてご相談ください。 

・事業者が大手通信事業者の名前をかたることもあります。勧誘を受

けた事業者名はしっかり確認しましょう。 

・知らないうちに必要のないサービスの契約を結んでいるケースもあ

ります。勧誘を受けた際は費用やサービス内容、解約条件等をよく

確認し、必要ないと思ったらきっぱり断りましょう。 

・光回線をアナログ回線に戻す場合は、現在の契約先や回線事業者に

問い合わせましょう。 

■問合 市消費生活センター ☎０２８７－８３－１０１４ 

    消費者ホットライン ☎１８８（局番なし） 

スタンプスタンプセール 
 烏山スタンプ会では、今年もスタンプスタンプセール大抽選会を実

施します。本年は昨年と同様に、豪華景品を用意しました。スタンプ

台紙を持っている人は、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 １２月１９日（日）午前１０時～正午 

◇場所 ベンチャープラザ那須烏山前 

※１回の抽選で台紙４冊までです。ただし、何回でも抽選できます。 

※卵のつかみ取りを行います。（無くなり次第終了） 

■問合 烏山スタンプ会（那須烏山商工会内） 

    ☎０２８７－８２－２３２３ 

 

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

 

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。 

【免疫系疾患】 
◇日時 １２月１２日（日）午後１時～４時 

◇医師 自治医科大学附属病院アレルギー・リウマチ科医師 

    石澤彩子 氏 

◇主な疾患 バージャー病、結節性多発動脈炎、皮膚筋炎／多発性筋

炎、成人スチル病、シェーグレン症候群、ベーチェット

病、混合性結合組織病、悪性関節リウマチ・全身性エリ

テマトーデス（ＳＬＥ） 

◇申込 １２月８日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※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 

 

元気シニア活躍応援窓口の設置 
 シニアの社会参加活動に関する情報提供や関係機関等を案内するた

めの窓口が設置されました。ボランティア活動や生涯学習等の社会参

加活動に興味のある人は、ぜひ、ご利用ください。 

◇場所 社会福祉協議会烏山支所（初音９－７） 

■問合 市いきいきクラブ連合会 ☎０２８７－８４－１２９４ 

 

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

 

乳幼児健診・相談 
 受付時間帯は、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。 

【４か月児・８か月児健診】 
◇日時 １２月２２日（水）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年８月、令和３年４月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 １２月２０日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年１１月生まれの幼児 

【１歳６か月児相談】 
◇日時 １２月２０日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年５月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 １２月２４日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年１１月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 １２月２１日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年５月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 １２月２４日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 平成３０年１１月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 １２月２２日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２８年１２月生まれの幼児 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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不妊等治療費の一部助成 
 市では、不妊症または不育症に係る治療のうち、保険給付の対象と

ならない検査および治療費の一部を助成しています。 

◇対象 法律上の婚姻をしている夫婦で、下記のすべてに該当する人 

 ・夫婦の双方が補助金を申請する日の１年以上前から市に住民登録

していること 

 ・健康保険等の医療保険に加入していること 

 ・国および県の制度、加入健康保険組合等からの給付を受けること

ができる場合には、当該給付の決定を受けていること 

 ・市税・上下水道料等を滞納していないこと 

◇助成の内容 治療費の２分の１以内で、子ども１人につき１年度あ

たり上限３０万円、通算５年まで助成します。 

※国・県・医療保険から不妊治療費の助成のある場合は、優先して受

けていただき、その額を控除した額となります。 

※補助対象不妊等治療が終了した日が属する月の翌月の初日から起算

して１年以内に申請してください。 

※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 

 

離乳食相談 
 「離乳食の始め方・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、お子さんの食事について、気になることや悩んでいる

ことはありませんか。ぜひ、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 １２月９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 １２月６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 

「にんしんＳＯＳとちぎ」を開設しました 
 電話またはメールで相談を受け、専門の研修を受けた相談員（助産

師）がその人の置かれている状況や気持ちに寄り添いながら対応しま

す。 

◇対象 予期しない妊娠等に悩んでいる人やその関係者（パートナー

や家族等） 

◇相談方法および受付日時 

 ・電話相談：☎０５０ー５５２６ー４６６２ 

       火曜日の午前１０時～午後２時 

       土曜日の午後２時～６時 

 ・メール相談：アドレス（ninshin-sos-tochigi.com）または上記ＱＲ

コードにアクセス後、相談フォームに入力する。 

        ２４時間受付 ※原則、返信は電話相談受付日に対応。 

◇その他 専用のホームページ（https://ninshin-sos-tochigi.com/）や

インスタグラム（NINSHINSOSTOCHIGI）で妊娠・避妊等

に係る情報を掲載（発信）しています。 

■問合 県こども政策課母子保健担当 ☎０２８－６２３－３０６４ 

 

放課後児童クラブ運営委託者の公募 
 市では、仕事等により保護者が昼間家庭にいない小学校児童に対し、

放課後および学校の長期休暇中に適切な遊びや生活の場を提供し児童

の健全育成を図るため、市内５か所の小学校区毎に放課後児童クラブ

を開設しています。 

 令和４年度からの放課後児童クラブ運営委託者を募集します。実施

要領はこども館で配布します。 

◇委託内容 放課後児童クラブの運営 

※詳細は、実施要領をご覧ください。 

◇応募資格 県内に本社または主たる活動の拠点を有し、社会福祉、

児童福祉施設、教育分野、子育て事業等の運営実績があ

る法人または団体 

◇委託期間 令和４年４月１日～令和７年３月３１日（３年間） 

◇選定方法 提案書およびプレゼンテーションにより選考 

※プレゼンテーションの日程は応募者に通知します。 

◇公募説明会日時・場所 １２月１０日（金）午後２時～ こども館 

◇参加申込書提出期限 １２月２１日（火）午後５時まで 

◇提案書類等提出期限 １２月２４日（金）午後５時まで 

◇申請書類提出場所 こども館（南１－５６２－１２） 

■問合 こども課こども館グループ ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

婚活オンラインセミナー無料ＷＥＢ公開 
 市結婚相談所では、結婚を希望する独身者の結婚支援を図るため、

婚活オンラインセミナーを録画配信します。 

◇対象 結婚を希望する独身者ほか、どなたでも視聴できます。 

◇内容 仕事もプライベートも幸せをつかむ人の「モテ習慣」 

    （動画時間約３０分） 

◇講師 印象戦略家 ちとせ先生 

◇視聴方法 ＹｏｕＴｕｂｅ那須烏山市公式アカウント 

      （https://www.youtube.com/channel/UCDva4FwfwtWlXnE

mZcJwA6g）にアクセスしてください。 

◇公開期間 １２月１日（水）～令和４年１月１５日（土）（予定） 

※視聴の際は、インターネット回線が必要です。Ｗｉ－ｆｉ環境がな

い場合は、データ通信料がかかりますのでご注意ください。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

子育て支援「１２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 
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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 年齢に合わせた季節の手遊びや体操等（申込不要） 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 ３組程度 

【クリスマスの制作】 
◇日時 １２月１４日（火）～１７日（金）午前９時～午後４時 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 

◇制作物 来館時、先着順に配布します。 

【親子で楽しくヨガ教室】 
◇日時 １２月１０日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 親子でできるヨガポーズでリラックス 

◇講師 満田美佐子 先生 

◇持物 ヨガマット（バスタオル可）、飲物 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 先着３組 

◇申込 １２月８日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【管理栄養士によるお話】 
◇日時 １２月１７日（金）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 おやつのお話 ※お土産付き 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等（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も大歓迎） 先着３組程度 

◇申込 １２月１５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 
 期間中、下記の制作を用意しています。子育て支援センター利用時

に作れます。（申込不要） 

◇期間 １２月１３日（月）～２４日（金） ※土・日曜日を除く。 

◇内容 ・簡単にできる「お正月飾り」作り。 

    ・親子で「１２月のお誕生カード」作り。１２月生まれの旨

を申し出ください。 

※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

良等の症状のある人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もあります。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 １２月１６日（木）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 「ハッピー！！クリスマスパーティー！！」 

◇対象 未就園児と保護者 

◇持物 親子とも上履き 

◇申込 １２月９日（木）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 

 

■スポーツ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

運動施設利用停止・トイレの冬季閉鎖 
 １２月２８日（火）～令和３年１月４日（火）は、全ての運動施設

の利用を停止します。なお、緑地運動公園野球場は令和４年２月２８

日（月）まで、烏山運動公園テニスクレイコートは令和４年３月３１

日（木）まで利用停止とします。 

 また、下記の運動施設トイレを凍結破損防止のため冬季閉鎖します。 

◇期間 １２月１３日（月）～令和４年３月３１日（木） 

◇箇所 ・緑地運動公園：軟式野球場側トイレ、野球場北側トイレ 

    ・烏山野球場：北側簡易水洗トイレ 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おたのしみ会】 
◇日時 １２月１１日（土）午後２時～３時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 ＤＶＤ「おしりたんてい」上映会、かんたん工作等 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

南那須図書館 特別休館日（蔵書点検） 
◇期間 １２月６日（月）～１０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、インターネットで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 

 

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

 

とちぎエコ通勤トライ参加者募集 
 県では、通勤時の渋滞緩和や地球温暖化防止、公共交通利活用意識

の高揚および公共交通の安全性の理解促進を目的として、県内の事業

所等に通勤する職員、従業員等がエコ通勤に取り組む「とちぎエコ通

勤トライ」を下記のとおり実施します。ぜひ、ご参加ください。 

◇実施期間 １２月１日（水）～１５日（水） 

※実施期間のうち、１日からの参加もできます。 

◇対象 県内の事業所等に通勤する職員、従業員等 

◇参加方法 ①「とちぎエコ通勤トライ」期間中の任意の日（１日ま

たは複数日）を選択し、エコ通勤に取り組む。 

      ②期間終了後、１２月２４日（金）までに県ホームペー

ジ（https://www.pref.tochigi.lg.jp/h03/eco-tsukin/lets-

start-eco-tsukin.html）または右記のＱＲ 

       コードから専用フォームにアクセスし、 

       取り組んだ結果を入力・送信する。 

※結果報告にご協力いただいた人に抽選で素敵なプレゼントが当たり

ます。 

■問合 県交通政策課交通企画担当 ☎０２８－６２３－２１８７ 

 

暮らしの保健室「あいさん家」 

始まります 
 医療・介護の悩み相談を受け付けます。 

◇日時 １２月1２日（日）午前１０時～正午 

◇場所 まるごとケアの家あいさん家（神長４２２－１） 

◇内容 第１回 転倒しない体をつくろう「理学療法士のリハビリの話」 

    ロコモ度テスト、健康体操 

◇費用 無料（おいしいお茶をご用意しています） 

※次回は、令和４年１月９日（日）を予定しています。 

■問合 全国訪問ボランティアナースの会キャンナス烏山（横山） 

    ☎０２８７－８３－８２２８ 

 

興野直売所イベント「歳末感謝セール」 
◇日時 １２月２１日（火）、２２日（水）午前８時～午後３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。（空くじなし） 

※年末は１２月３１日（金）午後１時まで、年始は令和４年１月５日

（水）からの営業となります。 

■問合 興野農産物直売所 ☎０２８７－８４－３３４８ 
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高校生の保護者のための合同企業説明会 
 県主催の合同企業説明会を開催します。事前予約が必要です。 

◇日時 １２月１１日（土）午後１時～３時 

             受付：午前１１時３０分～ 

◇場所 ホテルマイステイズ宇都宮（宇都宮市東宿郷２－４－１） 

◇対象 高校生の保護者 先着１００名 

◇内容 ミニセミナー「高校生の就職事情について」、 

    企業プレゼンテーション、企業個別説明会 

◇費用 無料 

◇申込 右記のＱＲコードを読み込み、必要事項を入力し申し込む。 

■問合 （株）ワークエントリー ☎０２８－６１２－８６４３ 

 

栃木県医療安全講習会 
 医療安全の推進と県民（患者）の医療に対する信頼の確保のため開

催します。 

◇日時 １２月１６日（木）午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 県総合文化センター特別会議室（宇都宮市本町１－８） 

◇内容 テーマ：上手な病院のかかり方 

    講師：（公財）田附興風会医学研究所北野病院 

       消化器外科医師 山本健人 氏 

◇対象 一般県民６０名 

◇費用 無料 

◇申込 １２月６日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 県医療政策課 ☎０２８－６２３－３０８５ 

 

福祉のお仕事就職フェア 
◇日時 令和４年２月２６日（土）午後１時～３時３０分 

◇場所 とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草１－１０－６） 

◇内容 福祉の仕事に就きたい人と求人事業者との相談会。福祉の仕

事や資格の相談もできます。 

◇費用 無料 

※事前申し込みが必要です。詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県社会福祉協議会福祉人材・研修センター 

    ☎０２８７－６４３－５６２２ 

 

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

 

弁護士による市民法律相談 
◇日時 １２月１６日（木）午後１時３０分～４時 

◇場所 南那須公民館第１会議室（岩子６－１） 

◇内容 相続、離婚、交通事故、不動産等の問題 

◇対象 市内在住者 

◇費用 無料 

◇申込 １２月１日（水）～７日（火）午後５時までに受付票（下記

備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※土・日曜日を除く。 

※申し込み多数の場合は抽選となります。 

■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２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 １２月１日、１５日 午前９時～正午 

◇場所 ・１日：社会福祉協議会烏山支所（初音９－７） 

    ・１５日：南那須公民館第１会議室（岩子６－１） 

■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 １２月１０日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 南那須公民館 

◇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 

【精神障がい者と家族の交流会・相談会】 
◇日時 １２月６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 

 

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

 

１２月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 水 
心配ごと相談 
ぴよぴよ広場10：00～10：45 

社会福祉協議会烏山支所 
こども館 

２ 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 

３ 金   

４ 土   

５ 日 
第１７回那須烏山マラソン大会 
【休日当番医】高野病院（那珂川町） 

大桶運動公園 
☎0287-92-2520 

６ 月 南那須図書館特別休館（～10日）  

７ 火 
産後サポート事業「おひさま」（要
予約）受付9：40～10：00 

南那須公民館 
 

８ 水 ぴよぴよ広場10：00～10：45 こども館 

９ 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 

１０ 金 
もの忘れ相談 
親子で楽しくヨガ教室 10：30～
11：30 

南那須公民館 
こども館 
 

１１ 土 

特定検診・がん検診（完全予約制） 
おたのしみ会14：00～15：00 
年末の交通安全県民総ぐるみ運動
（～31日） 

南那須公民館 
南那須図書館 
 
 

１２ 日 【休日当番医】七合診療所 ☎0287-82-2781 

１３ 月   

１４ 火 
妊婦・産後ママサロン（要予約）
受付9：40～10：00 

南那須公民館 
 

１５ 水 
ぴよぴよ広場10：00～10：45 
心配ごと相談 

こども館 
南那須公民館  

※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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