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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） 
◇対象者および接種間隔（２回目接種完了後） 

対象者 接種間隔 

医療従事者等 ６か月 

高齢者施設の従事者・入所者（高齢者） ６か月 

高齢者（施設入所者以外） ７か月 

一般（６５歳未満） ８か月 

 接種案内通知は、上記の期間を経過する人から順次発送する予定で

す。期間を経過しても接種案内通知が届かない場合は、下記あてお問

い合わせください。なお、国の方針およびワクチンの供給状況等によ

り内容が変更になる場合があります。 

 医療従事者等で２回目接種を令和３年５月までに完了している人に

は、すでに接種案内通知を発送していますが、退職等の理由により、

２回目接種を受けた医療機関等での接種ができない人は、下記で予約

受け付けを行いますのでお問い合わせください。 

◇他市町村に住所があり本市に在住している人の場合 

 本市で３回目接種を希望する場合は、健康福祉課（保健福祉センタ

ー）に住所地外接種届の提出が必要になります。１・２回目接種のと

きにすでに提出している場合も、再度提出をお願いします。 

■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 

 

■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 

 

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

 

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 ３月１４日（月）まで 

◇箇所 小木須国見公民館隣 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

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

 

こども課こども館会計年度任用職員の募集 
◇任用期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

◇募集内容 

募集人数 ２人 

職名 子育て支援員 

業務内容 子育て支援拠点業務、移動出前サロン業務、こども

館事業補助、施設環境整備等 

給与 時給９５１円 

応募要件 ・地域子育て支援拠点事業研修の修了証書を有する

人（若しくは保育士・幼稚園教諭免許を有する人）

または子育て経験のある人 

・普通自動車運転免許 

◇試験日 ２月１日（火） ※試験時間等詳細は別途通知します。 

◇試験方法 面接・適性試験 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、火～日曜日のうち週５日、午

前８時３０分～午後５時のうち７時間勤務。上記給与の

ほか、期末手当、通勤手当（２ｋｍ以上）を支給。社会

保険に加入。（採用までに関係条例、規則等の改正が行わ

れた場合は、その定めるところにより変更します） 

◇応募方法 １月１８日（火）までに、履歴書（写真貼付、白黒可）

および「会計年度任用職員応募シート」（市ホームページ

掲載）に必要事項を明記し、応募要件に記載のある資格

等の写しを添付のうえ、下記あて郵送または持参する。 

※直接持参する場合は、１２月２９日（水）～１月３日（月）および

月曜日・祝日を除く、午前８時３０分～午後５時１５分。郵送の場

合は、１月１８日（火）必着です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

    〒３２１－０６２７ 南１－５６２－１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１月１日 Ｎｏ．３９１ 

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。 

 

 



- 2 - 

 

■年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

２０歳になった人の国民年金加入 
 ２０歳以上６０歳未満の人は国民年金に加入し、保険料を納めるこ

とになります。国民年金は、老後の保障だけでなく、病気や事故で障

がいが残ったときや家族の働き手が亡くなったとき等、あなたや家族

を守る大切な制度です。２０歳になった人には、日本年金機構から国

民年金に加入した旨のお知らせがあります。（厚生年金等に加入して

いる人を除きます）２０歳になってから２週間程度経過しても「国民

年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必

要なため、下記あてお問い合わせください。 

 なお、学生や所得が少なく保険料の納付が困難な人の場合は、「学生

納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」がありますので、ご相談く

ださい。 

※保険料を未納のままにしておくと、将来の年金（老齢年金）や障害

年金等を受け取れない場合がありますのでご注意ください。 

■問合 日本年金機構宇都宮東年金事務所 

    ☎０２８－６８３－３２１１（代） 

    市民課市民窓口（烏山庁舎） ☎０２８７－８３－１１１６ 

    市民課南那須分室（南那須庁舎） ☎０２８７－８８－０８７０ 

 

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

 

移住ファミリー家賃補助金 
 市内の民間賃貸住宅に転入した若者夫婦世帯またはひとり親世帯に

対し、予算の範囲内において家賃の一部（最大２万円）を補助します。 

◇対象期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

◇補助対象 

対象 内容 

若者夫婦世帯 

市内の民間賃貸住宅に居住し、転入日前の１年間に

他の市区町村に住所があった人がいる夫婦世帯で、

夫婦のいずれか一方が４０歳以下の同居世帯。 

ひとり親世帯 

市内の民間賃貸住宅に居住し、転入日前の１年間に

他の市区町村に住所があった世帯で、同居する１８

歳以下の子を扶養する世帯。 

◇交付要件 

 ・賃貸借契約を締結した日以降に市内の民間賃貸住宅に居住した補

助対象者であること。 

 ・現に居住する民間賃貸住宅の所在地に世帯全員が住民登録をして

いること。 

 ・現に居住する民間賃貸住宅の家賃の滞納がないこと。 

 ・世帯員に納期が到来している市税および使用料その他市の税外収

入金の滞納がないこと。 

 ・生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補

助を受けていないこと。 

 ・この補助金の交付を受けた日から１年以上継続して市民として市

内に居住し続ける意思があること。 

※社宅や官舎等、契約者が本人以外の住宅および３親等以内の親族が

所有する住宅は対象外です。 

◇補助金額 金額は月額とし、基本額と子育て加算の合計額（最大２

万円）を申請月の翌月から最長１２か月間交付します。 

項目 内容 

基本額 
実質家賃（共益費、駐車場料金を除く）から住居手当を

控除した経費の２分の１以内の額（限度額１万５千円） 

子育て加算 

申請日において同居する１８歳以下の子を扶養する場

合、１人につき１千円を加算します。 

また、申請後、新たに子が世帯員となった場合は、住民

登録日の翌月から加算します。 

◇申請期限 本市に転入した日から１年以内 

※詳細は、市ホームページ（https://www.city.nasukara 

 suyama.lg.jp/page/page001994.html）でご確認ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

移住促進住宅取得奨励金 
 市内に住宅を取得した４９歳以下の人に対して、最大５０万円の奨

励金を交付します。 

◇対象期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

◇交付対象者 ・令和３年４月１日以降に住宅を取得した本人または

配偶者が４９歳以下の人。 

       ・対象者およびその世帯に属する人が過去５年以内に

奨励金の交付を受けたことがないこと。 

       ・対象者およびその世帯に属する人に市税および使用

料等の滞納がないこと。 

◇住宅要件 ・居住用の居室、台所、浴室、トイレ、玄関を有する住

宅であること。 

      ・相続、贈与その他取得対価を伴わない取得ではないこと。 

◇奨励金の額 

項目 金額 内容 

基本額 １０万円 

令和３年４月１日以降に定住を目的

として住宅を取得した４９歳以下の

人で、対象住宅に住民登録をした人。 

移住者加算 ２５万円 

他の市区町村から市に転入し、かつ、

転入日前の１年間、他の市区町村に住

所があった人で、転入日から２年以内

に住宅を取得した人。 

子育て世帯加算 １５万円 
申請日において同居する１８歳以下

の子を扶養している世帯。 

◇申請期限 住宅取得日から１年以内 

※詳細は、市ホームページ（https://www.city.nasukara 

 suyama.lg.jp/page/page001770.html）でご確認ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

空き家バンクへ登録しませんか？ 
 空き家等情報バンク制度は、市内に空き家・空き店舗を所有する人

が、売却・賃貸したい空き家情報を市に登録し、買いたい・借りたい

人へ紹介する制度です。 

 令和元年度から、農業委員会が指定した空き家に付属する農地は、「農

地付き空き家」として、農地を活用することを条件に、空き家住宅と一

緒に売却、賃貸ができるようになりました。（面積上限他要件あり） 

 空き家のまま、建物が傷んでしまう前に、空き家バンクに登録して

有効活用してみませんか。ぜひ、ご相談ください。 

◇登録できる物件の条件 

 ・空き家等の建物の延床面積がおおむね５００㎡以内であること。 

 ・所有者等の全員が物件登録を承諾していること。 

 ・法律等による売買、賃借等ができない規制が適用されていないこ

と。 

 ・土地、建物の境界の所有区分が明確であり、所有権等の権利の帰

属について争いがないこと。 

 ・競売に付されている物件でないこと。 

 ・暴力団員が所有するものでないこと。 

 ・主として不動産業を営む者が所有するものでないこと。 

 ・賃貸借を目的として建築されたものでないこと。 

 ・老朽化または破損が著しいものでないこと。 

◇登録申請書類 

 物件登録申請書、物件登録カード、所有状況が分かる書類（課税明

細書、登記事項証明書等の写し）、物件登録同意書（共有名義等の場

合）、建物間取り図 

※詳細は、市ホームページ（https://www.city.nasukara 
 suyama.lg.jp/page/page000922.html）でご確認ください。 
◇注意事項 

 ・原則、物件の契約等に市は関与しません。宅建業者へ仲介を委託

するか、当事者間で交渉を行います。 

 ・宅建業者へ仲介を委託する場合は、法定の仲介手数料等を支払う

必要があります。 

 ・委託する宅建業者が見つからない場合は、協力業者をご案内しま

す。（事業者一覧の提供） 
■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 
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地域おこし協力隊インターン生の募集 
 本市の地域性に共感し、定住を目的に活動する地域おこし協力隊イ

ンターン生を募集しています。市外の都市地域等に在住する人（Ｕタ

ーン者含む）で、「那須烏山市が好きな、夢と希望にあふれる人」を広

く募集します。 

◇募集人数 下記①②のテーマにつき各１名（合計２名） 

◇活動テーマ ①集落・団体等と協力した中山間地域の活性化・農地

保全・景観活用 

       ②移住定住・シティプロモーションに関する事業 

◇応募資格 

 ・居住地要件：都市地域等に在住し、本市に住所および生活の拠点を

移す意向を有している人。 

 ・転入要件：インターン期間終了後に地域おこし協力隊として委嘱

され活動する場合は、当該委嘱日までに本市への住民

票異動が必要。 

 ・その他要件：地方公務員法第１６条「一般職員の欠格条項」に該

当しない人、普通自動車運転免許を取得している人

（ＡＴ限定可）、乗用車を所有し、活動用に持ち込み

できる人。 

※細かい要件がありますので、詳細はお問い合わせください。 

◇勤務条件（予定） 

 ○任用形態 ・任用：パートタイム会計年度任用職員 

       ・任期：委嘱日から最大２か月間 

※委嘱日は令和４年４月以降を予定。 

※インターン期間後に地域おこし協力隊として委嘱された場合の任期

は、委嘱日から当該年度の末日とし、以降１年ごとに勤務成績を考

慮し更新。（最長３年間） 

 ○勤務時間 午前８時３０分～午後４時３０分を基本とする。 

       １日あたり７時間、週５日勤務（土・日曜日および祝

日を除く) 

 ○給与等 ・給料：時給１，３２０円 

      ・手当：通勤手当、期末手当 

 ○待遇等 ・労働基準法その他関係法令により定める有給休暇を付与 

      ・社会保険、厚生年金、雇用保険に加入 

※保険料を市が給与等から控除します。 

 ○活動費 月額１万円を上限に活動費を支給 

※インターン期間後に地域おこし協力隊として委嘱された場合の活動

経費は月額５万円を上限とします。 

◇応募方法 希望者に事前説明を行います。下記あてご連絡ください。

１月３１日（月）までに所定の応募用紙等（下記備付お

よび市ホームページに掲載）に必要事項を記入し、下記

あて提出してください。郵送の場合は、１月３１日（月）

必着です。 

※詳細は市ホームページでご確認ください。右記のＱＲ 

 コードを読み取ると、該当ページを確認できます。 

■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 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

かしこい消費者講座 
 県消費生活センターでは、地域において消費生活に関する普及啓発

を行うことのできる消費者を養成するため、講座を開催しています。 

◇受講テーマ （１）エシカル消費 （２）金融 （３）情報・通信 

（４）契約 （５）表示 

◇対象 県内に在住・通勤・通学する人 

◇開催方法 オンデマンド配信（受講者限定公開） 

※各回の資料は受講者ご自身でダウンロードをお願いします。 

◇公開期間 ２月２８日（月）まで 

※公開期間中は全ての講義動画を視聴可能です。 

◇受講料 無料（通信料は受講者負担になります） 

◇定員 ２００名（先着順。定員になり次第締切） 

◇申込 入力フォーム（https://zenso-tochigi.com/）から申し込む。 

※通信料が高額にならない通信環境での視聴をお勧めします。 

■問合 （公社）全国消費生活相談員協会 ☎０３－５６１４－０５４３ 

特殊詐欺撃退機器設置補助金制度 
 市では「振り込め詐欺」等の防止に効果を発揮する「特殊詐欺撃退

機器」の設置に対し補助金を交付しています。交付期限は令和５年３

月３１日までです。対象機器を購入した人は、ぜひ、ご活用ください。 

◇特殊詐欺撃退機器とは 

 電話をかけてきた相手に「この通話は録音されます」等のアナウン

スを流して会話を自動録音する機能や、迷惑電話番号からの電話を自

動判別する機能を持った電話機や電話機に接続可能な機器のことです。 

◇対象者 次の①②すべての要件に該当する人 

 ①６５歳以上の独居世帯主または同居の親族が６５歳以上で構成さ

れる世帯の世帯主 

 ②本人およびその同居の親族が、本市の市税および使用料、その他

の税外収入金のうち市長が別に定めるものを滞納していない人 

◇補助条件 

 ・令和２年４月１日以降に購入・取り付けをしたものであること。 

 ・購入および取付工事は市内事業者であること。 

 ・購入または取り付けをした日から１年以内に申請すること。 

◇補助額 特殊詐欺撃退機器の購入や取付工事費の２分の１以内で、

５，０００円を上限に助成します。（１００円未満切捨） 

※補助は原則１回限りです。 

◇必要書類 領収書（写し可）、保証書（写し可）、購入機器の機能が

確認できるカタログまたは取扱説明書（写し可） 

◇申請方法 申請書兼請求書（市ホームページ掲載）に必要事項を記

入・押印し、必要書類を添付のうえ、下記あて申請する。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

栃木県勤労者生活資金 
 県では、中央労働金庫と協力して低金利の融資制度を実施しています。 

◇一般勤労者向け 

 貸付対象者：県内に１年以上居住し、かつ、１年以上勤務している人等 

 資金使途：生活資金（医療・冠婚葬祭・教育・災害・事故等で必要な生

活資金、新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金） 

 融資限度額：１００万円以内（教育資金は２００万円、新型コロナウ

イルス感染症の影響による生活資金は５０万円） 

 貸付利率：年１．７％、保証料率：年０．７％～１．２％ 

◇失業者向け 

 貸付対象者：県内に１年以上居住し、離職を余儀なくされた人等 

 資金使途：生活資金、融資限度額：１００万円 

 貸付利率：年１．２％、保証料率：年１．２％ 

■問合 中央労働金庫の県内各店舗（下記は宇都宮市内） 

    宇都宮支店 ☎０２８－６２１－３２５１ 

    宇都宮ローンセンター ☎０２８－６００－６８６８ 

    宇都宮東支店 ☎０２８－６６１－９５３１ 

    宇都宮東ローンセンター ☎０２８－６６０－７６１１ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

栃木県地球温暖化防止活動推進員の募集 
 地球温暖化に関する普及啓発をボランティアで行う地球温暖化防止

活動推進員を募集しています。 

◇応募資格 ①～④の全ての要件を満たす人 

 ①栃木県内に在住の人 ②満１８歳以上（令和４年４月１日現在）

の人 ③地球温暖化対策のための活動に熱意と識見を有し、地域で

活動できる人 ④後述の養成研修会に参加した人 

◇任期 令和４年４月１日～令和６年３月３１日（２年間） 

◇応募方法 研修会申込→研修会参加→応募用紙提出 

※推進員応募のためには研修会への参加が必須です。 

◇研修会申込 １月２１日（金）までに県ホームページ（https://ww

w.pref.tochigi.lg.jp/d02/suisinninnpe-ji.html）または下記

のＱＲコードにアクセスし研修会参加申込書に 

       必要事項を記入のうえ、下記あて申し込む。 

■問合 栃木県地球温暖化防止活動推進センター 

    ☎０２８－６７３－９１０１ 

 

http://www.pref.tohigi.lg.jp/d02/suisinninnpe-ji.html
http://www.pref.tohigi.lg.jp/d02/suisinninnpe-ji.html
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■確定申告 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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とマイナンバーカード対応のスマートフォ

ンまたは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、印刷した申告書を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。感染防止の観点からも、ぜひ、自宅からｅ－Ｔ

ａｘをご利用ください。 

【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 

  ２９日～１月３日を除く） 

【所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場の開設】 
◇日時 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。源泉徴収票等申告に必要な書

類が手元に揃いましたら、なるべく早めに申告してください。（特に、

給与所得者および公的年金受給者で、医療費控除や住宅ローン控除

1年目の還付申告の人等） 

※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、当日配布または右記の 

 ＱＲコードから国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントにア 

 クセスし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、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

をお断りさせていただきます。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

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

 

知って得する☆自分メンテナンス教室 
 生活習慣病予防のための教室を開催しています。１２月に第１回目

の教室が終了しましたが、第２回目・第３回目の回に若干空きがあり

ます。自身の生活習慣を見直し、健康を保つためにできることを探っ

てみませんか？ぜひ、ご参加ください。 

◇日時等 第２回：１月１４日（金）午前１０時～１１時３０分 

     運動実技「自宅でできるエクササイズ」 

     講師：Ｋ＠Ｄａｎｃｅ－ＥＸインストラクター影山靖代 氏 

     第３回：２月１５日（火）午前１０時～１１時３０分 

     栄養講話「食生活改善のポイント」 

◇場所 南那須公民館会議室および多目的ホール（岩子６－１） 

◇対象 市内に住所を有する６９歳までの人 

◇費用 無料 

◇申込 １月１１日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※原則、両日とも参加してください。 

※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 

令和４年度 健康診査 
 ３月上旬に各個人に日程等を通知（郵送）します。 

◇対象 ２０歳以上の市民（令和５年３月３１日現在） 

◇予約方法 個別通知に記載されているＩＤ・パスワードを使ってイ

ンターネットまたは電話で予約する。 

※詳細は、３月上旬に郵送される個別通知をご覧ください。 

※過去に実施していた返信用封筒での世帯希望調査は実施しません。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

ノロウイルスの食中毒に注意しましょう 

 ノロウイルスの食中毒は冬に多発しており、１１月～３月は「栃木

県ノロウイルス食中毒予防推進期間」です。ノロウイルスは、感染力

が非常に強く、嘔吐や下痢等が主な症状の胃腸炎症状を起こします。 

◇ノロウイルス食中毒予防の４原則 

 ①つけない ②持ち込まない ③ひろげない ④加熱する 

 食中毒予防のポイントは、石けんを使った適切な手洗いを実施する

ことです。ノロウイルス等による食中毒や感染症に備え、手洗いの徹

底、糞便・吐物の適切な処理等の正しい知識を習得し、実践しましょ

う。また、調理する人の健康管理も大切です。普段から感染しないよ

う、食べ物や家族の健康状態に注意し、吐き気・嘔吐・下痢等の症状

があるときには調理をしない等の対策も徹底しましょう。 

 ノロウイルスに関する詳しい情報は、栃木県や厚生労働省のホーム

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 

 

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１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれ 

※令和３年６月１５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、返信用封筒で返信してください。 

※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り検査を希望する人は、電話

等で下記あて申し込みください。 

◇助成金額 ６，０００円（検査費用） 

◇申込期限 １月１４日（金） 

◇実施期間 ２月２８日（月）まで（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。 

◇検査ができる医療機関（５０音順） 

医療機関 住所 電話番号（０２８７） 

烏山台病院 滝田１８６８－１８ ８２－２７３９ 

佐野医院 中央２－１１－１７ ８４－１６１６ 

山野クリニック 中央２－４－３ 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（０２８７） 

阿久津クリニック 金井２－１－６ ８３－２０２１ 

塩谷医院 田野倉１８３ ８８－２０５５ 

滝田内科医院 金井１－１３－５ ８２－２５４４ 

那須南病院 中央３－２－１３ ８４－３９１１ 

林田医院 大金２１２－４ ８８－２０５６ 

水沼医院 金井１－１４－８ 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 
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はたちの献血 キャンペーン 
 冬場から春先にかけては、年間で最も輸血用血液が不足しがちです。

新成人の皆さん「はたちの記念」に献血に行きましょう！！ 

 ４００ｍｌまたは成分献血にご協力いただいた新成人にはオリジナ

ル記念品をプレゼントします。 

◇期間 １月１日（土・祝）～２月２８日（月） 

◇対象 平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれの人 

◇献血会場 栃木県赤十字血液センター、うつのみや大通り献血ルー

ム、各県内の献血会場 

※献血バスの予定は、栃木県赤十字血液センターのホームページでご

確認ください。 

■問合 県薬務課 ☎０２８－６２３－３１１９ 

 

とちぎ難病相談支援センター 

電話での医療相談 
 電話での相談となるため、予約時間には電話に出られる状態でお待

ちください。 

【呼吸器系疾患】 
◇日時 １月２０日（木）午後１時～４時 

◇医師 自治医科大学附属病院呼吸器内科医師 久田修 氏 

◇主な疾患 特発性間質性肺炎、サルコイドーシス、肺動脈性肺高血

圧症、慢性血栓塞栓性肺高血圧症 

◇申込 １月１７日（月）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 

 

■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 １月１９日（水）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年９月、令和３年５月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 １月２４日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年１月、令和２年１２月生まれの幼児 

【１歳６か月児相談】 
◇日時 １月２４日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年６月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 １月２８日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年１月、令和元年１２月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 １月２５日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年６月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 １月２８日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 平成３０年１２月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 １月１９日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２９年１月生まれの幼児 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

離乳食相談 
 会場は、こども館（南１－５６２－１２）です。ご注意ください。 

◇日時 １月１３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（電話での相談も可能です） 

◇申込 １月７日（金）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 

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 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～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 

 

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 ・１月５日・１２日・２６日は年齢に合わせた季節の手遊び

や体操等（予約不要） 

    ・１月１９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 １月１６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 １月２１日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 いろいろな楽器を鳴らして遊びましょう♪ 

◇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 １月１９日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【節分の制作】 

◇日時 １月２５日（火）～２８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。 

※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「１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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子育て支援センターきらきら 

【１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。

１月生まれの旨を申し出ください。（申込不要） 

※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があります。事前

に下記あてお問い合わせください。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 １月２４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ホール 

◇内容 節分にちなんで、お菓子をまいて鬼退治！！ 

◇対象 未就園児と保護者 

◇費用 無料 

◇持物 親子とも上履き 

◇申込 １月１７日（月）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 １月２５日（火）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 未就園児（１歳６か月～）と保護者 

◇費用 無料 

◇持物 ゴム底の上ぐつ（幼児・保護者用） 

◇申込 １月１１日（火）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 

 

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

 

「スキー教室」参加者募集 
 スノーボードでの参加も受け付けます。ぜひ、ご参加ください。 

◇期日 ２月５日（土） 

※烏山庁舎午前６時、保健福祉センター午前６時１０分出発 

◇場所 会津高原だいくらスキー場 

◇対象 市内在住または在勤の人 

◇定員 先着４０名 

◇費用 中学生以上５，５００円、小学生以下５，０００円（１日リ

フト券および保険料等） 

◇申込 事前に電話等でハリカ烏山店（山内：☎０２８７－８４－ 

    １３５５）あて申し込む。 

※スノーボードの人は、終日フリー滑走となります。 

■問合 市スポーツ協会スキー部（安田） 

    ☎０９０－３５７０－２３２７ 

 

令和４年度 運動施設の予約 
 令和４年度の予約の受け付けは下記の通りです。 

利用日 受付開始 申請方法 

４月分 ２月１日（火）～ 
電話、窓口、 

インターネット 
５月～令和５年３月分 ３か月前の月の初日から 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

第１６回 那須烏山市駅伝競走大会 
 選手の通過時刻前後には交通規制が行われますので、ご協力をお願

いします。また、応援の際は、新型コロナウイルス感染症対策のため、

ソーシャルディスタンスを確保し、マスクの着用をお願いします。 

◇日時 １月１６日（日）午前１０時～正午 

◇中継所通過予定時刻 

通過地点 通過予定時刻 中継所等 

烏山運動公園 １０：００ スタート 

野上交差点 １０：０４ 第１中継所 

旧境小学校前 １０：１０ 第２中継所 

上境・森林組合入口 １０：１９ 第３中継所 

興野工業団地 １０：２９ 第４中継所 

中央・野田新聞店前 １０：３８ 第５中継所 

月次・塩沢商事前 １０：４７ 第６中継所 

熊田交差点 １０：５５ 第７中継所 

藤田ＪＡライスセンター前 １１：０４ 第８中継所 

大和久福祉会入口 １１：１０ 第９中継所 

保健福祉センター １１：１９ ゴール 

※コースへの車の乗り入れや、路上駐車をしないようご協力ください。 

※本大会は、金田橋架け替え工事（田野倉交差点付近）により、最終

区間のコースが一部変更になっていますので、ご注意ください。 

※新型コロナウイルス感染状況によって開催が中止になる場合があり

ます。中止の際は、防災メールでお知らせします。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■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。 
※公民館講座に参加する際は検温し、マスクを着用してください。 

 

公民館講座「なすからサロン」参加者募集 
 「歴史」「自然地理」「文化教養」「音楽」「古典文学」の５つのコー

スに分かれて、専門的知識を深める講座です。 

日時 場所 内容・講師 

１月９日（日） 

午前１０時～ 烏山 

公民館 

歴史コース：那須国について 

眞保昌弘 氏（国士舘大学准教授） 

１月９日（日） 

午後１時３０分～ 

古典文学コース：「論語」を読む 

和田貞夫 氏（氏家歴史文化研究会） 

◇対象 市内在住または在勤の人 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具、マスク 

◇申込 事前登録済の人は申し込み不要です。初めて参加する人は、

当日会場で受け付けます。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座「心を癒す園芸教室」参加者募集 
 花を育てることで、心も体も元気になれます。 

◇日時 ①２月２４日（木） ②３月１０日（木） 

※時間は、いずれも午前１０時～１１時３０分です。 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１２名 

◇内容 ①春の草花で寄せ植えを作る。 

    ②ウチョウランの球根をポットに植えつけ、家庭で育てる。 

◇講師 ①星義行 氏 ②服部均 氏  

◇費用 材料費実費①２，７００円程度 ②５００円程度 

◇持物 作業用手袋、新聞紙、シャベル、筆記用具 

※作業ができる服装、マスクの着用をお願いします。 

◇申込 １月８日（土）～２２日（土）午前９時～午後５時に電話等

で下記あて申し込む。 

※全回参加できる人が優先です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
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■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

新春運だめしガチャポン 
◇日時 １月４日（火）～無くなり次第終了 

◇対象 当日に本、雑誌、ＣＤ、ＤＶＤいずれか１点以上借りた人 

◇内容 「くじ付きのガチャポン」に挑戦できます。この他に南那須

図書館では「新春缶バッジ」、烏山図書館は「しおり」のプレ

ゼントもあります。（数量限定） 

■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 おたのしみ会】 
◇日時 １月８日（土）午後２時～３時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇出演 みなと座 

◇内容 絵本の読み聞かせ、パネルシアター、かんたん工作等 

【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 １月１５日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 絵本の読み聞かせ、かんたん工作 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

第１５回 書画夫婦展 
◇日時 １月８日（土）～３０日（日）午後４時まで 

※図書館休館日（月曜日）を除く。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 永井秀男 ☎０２８７－８３－２９１２ 

 

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

 

第５２回 伸びゆく子どもたちの作品展 
◇日時 ２月４日（金）～７日（月）午前９時～午後９時 

※最終日は午後３時までです。 

◇場所 ザ・ビッグエクストラさくら店フードコート前 

    （さくら市櫻野１５５１） 

◇内容 南那須特別支援学校の紹介と児童・生徒の 

    作品展示 

◇主催 栃木県特別支援学校教育振興会 

    栃木県立南那須特別支援学校 

■問合 県立南那須特別支援学校 ☎０２８７－８８－７５７１ 

 

「国の教育ローン」をご利用ください 
◇融資限度額 学生・生徒１人につき上限３５０万円 

※一定の要件に該当する場合は、上限４５０万円。 

◇金利 固定金利：年１．６５％（令和３年１１月１日現在） 

※ひとり親家庭および世帯年収２００万円（所得１３２万円）以内ま

たは扶養する子どもが３人以上の世帯で、かつ、世帯年収５００万

円（所得３５６万円）以内の人は年１．２５％ 

※利率は金融情勢により変動しますので、借入時の利率と異なる場合

があります。 

◇返済期間 １５年以内 

※交通遺児家庭、ひとり親家庭および世帯年収２００万円（所得１３

２万円）以内または扶養する子どもが３人以上の世帯で、かつ、世

帯年収５００万円（所得３５６万円）以内の人は１８年以内 

◇申込 電話で下記あて資料請求するか日本政策金融公庫ホームペー

ジ（https://www.jfc.go.jp）でご確認ください。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 教育ローンコールセンター ☎０５７０－００８６５６ 

ボッチャ交流大会 
◇日時 １月１５日（土）午前１０時～正午 

    受付：午前９時３０分～ 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇内容 障がいの理解を深める交流事業として、ユニバーサルスポー

ツのボッチャの交流体験 

◇対象 どなたでも参加できます。３人１組でご参加ください。 

※個人または２人での参加もできますが、当日の参加者でチーム編成

をします。 

◇費用 無料 

◇申込 電話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 

 

地域での楽しいなかまづくり 
◇日時 １月１５日（土）午後１時３０分～３時 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇内容 なかまと共に活動する楽しさや大切さ、ｗｉｔｈコロナの社

会での「仲間づくり」について語り合うための研修交流会 

◇講師 なかまづくり案内人 廣瀬隆人 氏 

◇対象 どなたでも参加できます。 

◇定員 ４０名 

◇費用 無料 

◇申込 電話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 

 

危険物取扱者試験 
◇試験日時 ３月６日（日）午前９時３０分～ 

◇試験種類 甲種、乙種（第１類～第６類）、丙種 

◇受験願書配布場所 那須烏山消防署（神長８８０番地１） 

          那珂川消防署（那珂川町馬頭２３３７－１） 

◇申込 １月１１日（火）～２１日（金）に下記あて申し込む。 

※土・日曜日を除く。 

■問合 （一財）消防試験研究センター栃木県支部 

    ☎０２８－６２４－１０２２ 

    宇都宮市昭和１－２－１６ 栃木県自治会館１階 

 

暮らしの保健室「あいさん家」 
 医療・介護の悩み相談を受け付けます。 

◇日時 １月９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２回：今さら聞けない？今だから聞きたい介護保険のお話 

    介護保険って何？自分は（家族は）使えるの？ 

◇費用 無料（おいしいお茶をご用意しています） 

■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 

 

ちびっこ探検学校ヨロン島参加者募集 
◇日時 ３月２７日（日）～４月２日（土）６泊７日 

◇場所 鹿児島県大島郡与論町 

◇内容 様々な野外活動（海水浴、イカダ作り、さとうきび刈り、洞

窟探検等）を通して友達づくりの楽しさを知り、お互いに協

力し助け合い、積極的にチャレンジする心を養います。 

◇対象 小学校２年生～６年生（２月末現在） 

◇定員 日本人小学生９０名、外国人小学生２０名 

◇費用 １５２，０００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 ３月７日（月）までに下記あて申し込む。 

※事業説明会があります。参加できない場合はオンライン説明会また

は郵送で説明会資料を送付します。日程等詳細は下記あてお問い合

わせください。 

■問合 （公財）国際青少年研修協会 ☎０３－６８２５－３１３０ 

    ホームページ：http://www.kskk.or.jp Ｅメール：info@kskk.or.jp 
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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 

 

パソコンボランティア募集 
 視覚・聴覚障害がある人が、ＩＣＴ機器（パソコン・スマホ等）を

使用して起きるトラブルや問題点を、訪問してサポートするボランテ

ィアを募集しています 

◇養成研修日 １月２２日（土）、２９日（土） 

◇場所 とちぎ健康の森（宇都宮市駒生町３３３７－１） 

◇対象 県内に在住・在勤・在学し、１８歳以上で福祉に理解があり、

パソコン・スマートフォン等の操作ができる人 

◇定員 １０名 

◇費用 無料 

◇申込 １月７日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 栃木県障害者ＩＣＴサポートセンター 

    ☎０２８－６１２－５２１３ 

 

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

 

１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 １月５日、１９日 午前９時～正午 

◇場所 ・５日：社会福祉協議会烏山支所（初音９－７） 

    ・１９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 

【精神障がい者と家族の交流会・相談会】 
◇日時 １月１１日（火）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 

 

成年後見・相続・遺言の無料法律相談会 
 老後に不安がある人、高齢者や知的障がい者を養護している人、相

続手続きや遺言書作成に不安がある人は、ぜひ、ご相談ください。 

◇日時 毎月第２・第４金曜日 午後２時～４時３０分 

◇場所 栃木県司法書士会館（宇都宮市幸町１－４） 

◇内容 成年後見・相続・遺言に関する相談（財産管理、任意後見契

約、後見開始の申し立て、相続手続き、遺言書の作成等） 

◇相談方法 面談（要予約） 

◇費用 無料 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。 

※予約受付は、月～金曜日の午前９時～午後５時です。 

■問合 （公社）成年後見センター・リーガルサポートとちぎ支部 

    ☎０２８－６３２－９４２０ 

 

借金で悩んでいませんか？ 

財務省関東財務局の相談窓口 
 返済、債務整理、家族の借金等、借金に関する無料相談を行ってい

ます。個人の秘密は必ず守られますので、１人で悩まず気軽にご相談

ください。一緒に解決方法を考えていきましょう。 

◇受付時間 午前８時３０分～午後５時（土・日曜日および祝日を除く） 

◇内容 電話または面談による相談 

■問合 財務省関東財務局宇都宮財務事務所（相談専用電話） 

    ☎０２８－６３３－６２９４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道路管理 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

樹木の枝が道路に張り出していませんか？ 
 皆さんが所有する樹木が、道路上に倒れたり、道路をおおったり、

枝が落ちたりして、通行者に迷惑をかけることがありますので、道路

に飛び出すことがないように注意して管理をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

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

 

１月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 土 

元日 
【休日当番医】佐藤病院（那珂川町） 
市営バス運休 
年末年始休館（～３日） 

 
☎0287-96-2841 
 
市立図書館 

２ 日 【休日当番医】南那須青木医院 ☎0287-88-6211 

３ 月 【休日当番医】阿久津クリニック ☎0287-83-2021 

４ 火   

５ 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 

６ 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 

７ 金   

８ 土 おたのしみ会14：00～15：00 南那須図書館 

９ 日 
成人式 
【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） 

南那須公民館 
☎0287-92-2034 

１０ 月 
成人の日 
【休日当番医】烏山台病院 

 
☎0287-82-2739 

１１ 火 小学校・中学校始業式  

１２ 水 ぴよぴよ広場10：00～10：45 こども館 

１３ 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 
こども館 
烏山庁舎・保健福祉センター 

１４ 金 
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 
 

１５ 土 おはなし会10：30～11：00 南那須図書館 
 
※ＱＲコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

 


