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■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

（オミクロン株対応） 
◇接種時期 前回の接種日から３か月経過していれば接種できます。 

※接種間隔が５か月から短縮されました。 

◇接種対象 １２歳以上で、初回接種（１・２回目）を接種済みの人 

※初回接種が完了していない人で、接種を希望する人は健康福祉課新型コ

ロナワクチン接種対策室へお問い合わせください。 

◇使用するワクチン ファイザー社製のオミクロン株対応ワクチン 

【１２歳～１７歳（３・４回目）の追加接種】 

◇接種予約方法 電話での予約となります。 

 ・予約先：健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

      ☎０２８７－８２－７５３５ 

 ・予約受付時間：午前９時～午後５時（平日のみ） 

◇接種会場・日時 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１） 

接種日 実施時間 

１１月 ５日（土） １１月１９日（土） 午後２時～ 

４時３０分 １１月１２日（土） １１月２６日（土） 

【１８歳以上（３～５回目）の追加接種】 

 インターネットまたはコールセンターでの予約となります。 

 ・インターネット（https://g092151.vc.liny.jp/top） 

 ・コールセンター（☎０２８－６８０－６６３７） 

  コールセンター受付時間：午前９時～午後５時（平日のみ） 

※予約日の割り当ては行いませんので、ご注意ください。 

※接種日の３日前まで予約を受け付けています。キャンセルは必ず下記あ

てご連絡ください。 

◇接種会場・日時 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１） 

接種日 実施時間 

１１月 ２日（水） １１月１９日（土） 
（水・土曜日） 

午後１時３０分～ 

４時３０分 

（日曜日） 

午前９時～正午 

１１月 ５日（土） １１月２０日（日） 

１１月 ９日（水） １１月２３日（水・祝） 

１１月１２日（土） １１月２６日（土） 

１１月１３日（日） １１月２７日（日） 

１１月１６日（水） １１月３０日（水） 

●那須南病院（中央３－２－１３） 

接種日 実施時間 

１１月１０日（木） １１月２４日（木） 
午後２時～４時 

１１月１７日（木）  

※これ以降の接種日程は、決まり次第、広報お知らせ版や市ホームページ

等でお知らせします。 

◇接種券の発送 

 前回の接種を６月までにした人に接種案内通知（接種券）を発送しまし

た。７月以降に接種した人には、順次発送します。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

    ☎０２８７－８２－７５３５（午前９時～午後５時） 

    土・日曜日および祝日の接種当日の予約キャンセル受付 

    ☎０２８７－８３－１１１１（午前８時３０分～午後５時） 

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

 

マイナンバーカード申請支援窓口 
 市内スーパー、市役所で手続きができます。写真の撮影から申請まで、

職員が一緒にお手伝いします。 

◇市内スーパー 

期日 時間 場所 

１１月１７日（木） 

午前１０時～正午 

かましん（田野倉１７２－１） 

１１月２４日（木） たいらや（金井２－８１０－１２） 

１１月２９日（火） ベイシア（城東１８８０） 

◇市役所（平日） 

場所 時間 

烏山庁舎市民課 
午前９時～正午、午後１時～４時 

南那須庁舎市民課南那須分室 

◇市役所（土曜日・日曜日） 

期日 時間 場所 

１１月１９日（土） 
午前９時～正午 

烏山庁舎市民課 

１１月２７日（日） 南那須庁舎市民課南那須分室 

【共通事項】 

◇予約 不要です。１人につき１５分程度かかります。 

◇持物 ・「本人確認書類」（運転免許証、パスポート等顔写真付きの公的 

     な証明書は１点。健康保険証等の顔写真のないものは２点必要） 

    ・「個人番号カード交付申請書」（お手元にない場合は不要） 

◇注意事項 

 ・申請および受け取りの手続きには、本人がお越しください。 

 ・１５歳未満の人、成年被後見人が申請する場合には、本人と法定代理 

人が一緒にお越しください。 

 ・撮影した顔写真をお渡しすることはできません。申請手続き後、デー

タを消去します。 

 ・カードの受け取りは、交付申請から約１か月後になります。市民課 

  からカード交付通知が届きますので、電話で受け取り日時を予約して

からお越しください。 

 ・マイナンバーカードに関する詳細は、ＱＲコード（マ 

イナンバーカード総合サイト）からご確認ください。 

■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１１月１日 Ｎｏ．４１１ 

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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マイナンバーカードの受け取り予約が 

インターネットからできます 
 マイナンバーカードの受け取りは、事前に受け取り日時を電話または交

付予約サイトから予約してください。住んでいる地区によって受け取り場

所が異なります。予約がない場合は、受け取りできませんのでご注意くだ

さい。電話での予約は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。予

約サイトからの予約は、当日および翌日の予約はできません。 

 また、やむを得ず異なる受け取り場所を希望する人は、希望する受け取

り場所にご予約ください。 

◇「烏山地区に住んでいる人」、または「土曜日、木曜日の窓口延長時の

受け取りを希望する人」の予約方法 

〇電話予約 〇烏山庁舎交付予約サイト 

 烏山庁舎 

 市民課市民窓口グループ 

 ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

◇「南那須地区に住んでいる人」、または「日曜日の受け取りを希望する

人」の予約方法 

〇電話予約 〇南那須庁舎交付予約サイト 

 南那須庁舎 

 市民課南那須分室 

 ☎０２８７－８８－０８７０ 

 

◇平日の受取時間 

場所 受取予約時間 

烏山庁舎市民課 

午前９時～１１時３０分 

午後１時～４時３０分 

毎週木曜日（窓口延長時） 

午後４時３０分～６時４５分 

南那須庁舎市民課 
午前９時～１１時３０分 

午後１時～４時３０分 

◇土曜日・日曜日の受取日時 

期日 受取予約時間 交付場所 

１１月１９日（土） 午前９時～１１時４５分、 

午後1時～３時４５分 

烏山庁舎市民課 

１１月２７日（日） 南那須庁舎市民課 

◇受け取りできる人 

 原則、申請者本人です。１５歳未満の人は保護者の付き添いが必要です。 

※病気や身体の障がい等やむを得ない理由により交付申請者が来ること

が困難であると認められる場合は、代理人の交付が可能です。事前にご

相談ください。 

◇持物 

 ・交付通知書（ハガキです。住所、氏名を記載してください） 

 ・設定暗証番号記載票（当日設定します。事前に考えておいてください） 

 ・通知カード（持っている人） 

 ・本人確認書類 

  運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な証明書は１点。健康

保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、学生

証等の顔写真の無いものは２点必要。 

 ・住民基本台帳カード（持っている人） 

 ・マイナンバーカード（更新等の場合） 

■問合 市民課市民窓口グループ（烏山庁舎） ☎０２８７－８３－１１１６ 

    市民課南那須分室（南那須庁舎） ☎０２８７－８８－０８７０ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

年末調整およびインボイス制度説明会 
◇期日 １１月１８日（金） 

◇時間 令和４年分年末調整説明会：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３０分 

◇場所 那須烏山商工会２階研修室（金井２－５－１１） 

◇申込 事前に下記あて申し込む。定員５０名 

※入館時はマスク着用、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 

国保税等の納付額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 

 

事業者向け消費税インボイス制度説明会 
◇日時 １１月２１日（月）・２２日（火）、１２月２日（金）・５日（月） 

    課税事業者向け：午前１０時～１１時３０分 

    免税事業者向け：午後１時３０分～３時 

◇場所 氏家税務署２階会議室 

※来場する場合は、公共交通機関をご利用ください。 

◇定員 各回１５名（事前登録制） 

※インボイス制度については、ＱＲコードからご確認 

 ください。免税事業者の人も一度ご確認ください。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 （課税事業者向け）氏家税務署法人課税部門 

    ☎０２８－６８２－６６８４ 

    （免税事業者向け）氏家税務署個人課税第一部門 

    ☎０２８－６８２－３３１３ 

 

■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市消防団通常点検の中止 
 １１月６日（日）に予定されていた市消防団通常点検は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により中止します。 

■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。 

◇全国統一防火標語 「お出かけは マスク戸締り 火の用心」 

◇４つの習慣 

 ・寝たばこは絶対にしない、させない。 

 ・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

 ・コンロを使うときは火のそばを離れない。 

 ・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

◇６つの対策 

 ・火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置の付いた機

器を使用する。 

 ・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０

年を目安に交換する。 

 ・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカー

テンは、防炎品を使用する。 

 ・火災を小さいうちに消すため、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。 

 ・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、

備えておく。 

 ・防火防災訓練への参加、戸別訪問等により、地域ぐるみの防火対策を

行う。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 
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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。 

◇「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主、市内に事業所を設置し事業活動を行う人 

◇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 

 

■道路 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

大桶地区の交通規制 
 市道大桶宿東線における防火水槽解体工事に伴う車両通行止めを実施

します。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇車両通行止め区間 路線名：市道 大桶宿東線 

◇車両通行止め予定期間 １１月７日（月）～３０日（水） 

◇う回路 

 
■問合 総務課危機管理グループ ☎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 事務員 事務補助員 

任用 

期間 

令和５年２月１日（水） 

  ～３月３１日（金） 

令和５年１月１日（日・祝） 

  ～３月３１日（金） 

※勤務は令和５年１月４日（水）

からです。 

人数 ２名以内 ２名以内 

業務 

内容 

確定申告受付事務、電算システ

ム入力事務、書類作成補助等 

電算システム入力事務、書類作

成補助、確定申告受付補助等 

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（市役所烏山庁舎） 

給料 

（報酬） 

時給１，１３７円 

※通勤手当が支給される場合

があります。 

時給９２２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 

・確定申告について一定の知識

がある人 

パソコン操作（ワード・エクセ

ル等）ができる人 

◇採用試験 １１月２９日（火）予定 ※詳細は応募者に別途通知します。 

◇応募方法 １１月１８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１８日（金）必着です。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

合同就職説明会・面接会 参加者募集 
◇日時 １１月１０日（木）午後１時３０分～４時 

※最終受付は午後３時までです。 

◇場所 凮月カントリー倶楽部（城山２６４１） 

◇対象 市内や那珂川町での就職希望者 

◇参加企業 

 小山観光開発（株）（凮月カントリー倶楽部）、矢崎部品（株）（栃木工

場）、（株）悠愛（訪問看護ステーションあい、看護小規模多機能居宅介護

あいさん家）、烏山通運（株）、川上工業（株）（那須工場）、（有）吉成印

刷、リンレイテープ（株）（栃木工場）、（社福）敬愛会、富双ゴム工業（株）、

中村技研（株）、（株）恵伸精密、（社福）正州会、那須南農業協同組合、

（株）東邦精機製作所（馬頭工場）、（社福）鶯和会（特別養護老人ホーム

和見の里山） 

※変更・追加になる場合あり。詳細は市ホームページでご確認ください。 

◇申込 事前申し込みは不要です。直接会場までお越しください。なお、

当日は時間内に複数の企業と面接を行うことができるので、履歴

書を複数枚持参してください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

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

 

とちぎの農業法人見学ツアー 
 農業法人への就職を考えている人を対象に、見学ツアーを開催します。 

◇日時 １１月２６日（土）午前９時～午後４時 

◇集合場所 ＪＲ宇都宮駅在来線改札口 

◇見学先 各施設から概要説明があります。 

 ・トマト：（株）トマトパーク（下野市） 

 ・ポインセチア：黒川園芸（株）（下野市） 

 ・イチゴ：（株）いちごの里ファーム（小山市） 

◇定員 先着１５名（費用無料） 

※集合前、解散後の交通費と昼食代は参加者負担です。 

◇申込 １１月１４日（月）までに申込用紙（市農政課備付および県農業振

興公社ホームページ掲載）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５ 

 

■商工・観光 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

なすからブランド認証候補品募集 
 市独自の基準に適合した産品を「なすからブランド」として認証し、情

報発信することにより、市の知名度向上と産業の振興および地域経済の活

性化を図るため、認証候補品を募集します。 

◇募集期間 １１月１日（火）～１５日（火） 

◇認証対象 ・市内で生産された農林水産物 

      ・市内で生産された農林水産物の全部または一部を使用し 

       た加工食品または市内で加工された加工食品 

      ・市内で製作または製造された工芸品または工業製品 

      ・その他市長が認める産品 

◇応募方法 １１月１５日（火）までに申込書（下記備付および市ホーム

ページ掲載）に必要事項を記入し、窓口持参、 

郵送、メールまたはＦＡＸで下記あて提出する。 

※郵送の場合は１１月１５日（火）当日消印有効です。 

◇選考方法 なすからブランド認証委員会により、応募のあった認証候補

品が基準を満たしているか審査を行います。審査に当たって

は、申請者に認証候補品の説明および提出をお願いすること

があります。なお、申請書類は返却しません。審査は１１月

下旬実施予定です。  

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

    ＦＡＸ：０２８７－８３－１１４２ 

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

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 
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第２回メグロキャノンボール那須烏山 
 メグロゆかりの地「那須烏山市」にメグロバイクが集合します！ 

◇日時 １１月６日（日）午前１０時～ 

◇場所 山あげ会館（金井２－５－２６） 

◇内容 ・新旧メグロバイクが集合して市内周遊パレード 

    ・１９４９年烏山で製造された「メグロＺ号お披露目」 

    ・レストア担当メカニックとカワサキ社員のレストア対談 

    ・子供対象特別企画：「輪投げ、ぬり絵、ベーゴマ等」体験、 

              「メグロ」に乗って記念撮影 

◇費用 バイク１台につき１，５００円（参加記念品代）、その他は無料 

◇臨時駐車場 中央公園（中央２－１３） 

※当日、山あげ会館は交通規制により一般車両は入れません。市民の皆さ

んにはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

※パレード出発は午前１０時４５分を予定しています。市民 

 の皆さんの沿道での温かいご声援をお願いします。 

※詳細やパレードコースは市観光協会ホームページでご確認ください。 

■問合 市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７ 

 

■健康 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

健康診査を受け忘れていませんか？ 
 令和４年度の集団健康診査は１２月１０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（申込）が必要です。 

期日 場所 受付時間 

１１月２８日（月） 保健福祉センター（田野倉８５－１） 
午前８時１０分 

～１０時３０分 １２月１０日（土） 
保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◎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 

 

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

 

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です。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ったら、一人で悩まず

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」 

※住んでいる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 
 １１月１２日～２５日は、「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。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 

性犯罪被害相談電話（警察） ☎＃８１０３ 

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 

 

乳幼児健診・相談 
 受付時間は、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。会場は保健福祉センター（田野倉８５－１）です。 

【４・８か月児健診】 

◇日時 １１月２２日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年３月、７月生まれの乳児 

【１歳児相談】 

◇日時 １１月２１日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年１０月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 

◇日時 １１月２１日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年４月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 

◇日時 １１月２４日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年３月、４月生まれの幼児 

【３歳児健診】 

◇日時 １１月２５日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年１０月生まれの幼児 

【５歳児相談】 

◇日時 １１月２２日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２９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」 
◇日時 １１月１６日（水）午前１０時～１１時３０分 

    受付：午前９時４０分～ 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇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４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（動きやすい服装で参加ください） 

◇申込 １１月９日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※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 
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こども食生活相談 
 「離乳食の始め方を確認したい」等、ご相談ください。 

◇日時 １１月９日（水）午前９時～正午の予約制 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 栄養士・保健師による個別相談（電話での相談も利用できます） 

◇対象 ０歳～１８歳未満のお子さんとその保護者 

◇申込 １１月４日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※乳幼児期の相談は当日、バスタオル、母子健康手帳、家庭で食べている

離乳食をお持ちください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

妊婦サロン「母親学級」 
◇日時 １１月１４日（月）午前１０時～１１時３０分 

受付：午前９時４０分～ 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 「赤ちゃんとの生活および産後の過ごし方」 

    赤ちゃんの抱き方、お風呂の入れ方等の演習、赤ちゃんの日用品

（哺乳瓶・おむつ・衣類等）の説明 

◇対象 市内在住の妊婦 ※夫婦での参加も可能です。 

◇持物 母子健康手帳、筆記用具、飲物 

◇申込 １１月１１日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※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 

 

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 

※１１月２３日（水・祝）を除く。 

◇内容 親子体操：バスにのって、手遊び：まつぼっくり、 

    遊び：週替わりで実施 

    ２日：消防訓練に参加しよう、９日：どんぐり・まつぼっくりを

拾いに行こう、雨天時はみんなで遊ぼう（内容はお楽しみ） 

    １６日：飛ばして遊ぼう、３０日：まつぼっくり宇宙人を作ろう 

※２日は、水消火器を使った体験、消防車両の見学を行います。午前１０

時までにこども館駐車場に集合してください。 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組程度（申込不要） 

※参加人数が多い場合には、時間を区切って事業を実施します。 

【親子でヨガを楽しもう】 

◇日時 １１月１１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身体のコリをほぐしましょう 

◇講師 ヨガ療法士・トレーナー 満田美佐子 氏 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 １１月９日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【子育てママのおしゃべり会】 

◇日時 １１月２２日（火）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 育児の不安等、みんなでおしゃべりしてリフレッシュしましょう 

◇講師 親学習プログラム那須烏山支部のメンバー 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 １１月１６日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【ディンプルアートを体験しよう】 

◇日時 １１月２７日（日）午前１０時～１１時３０分 

◇内容 ぬり絵感覚のステンドグラス風アートを楽しもう 

◇講師 ディンプルアートインストラクター 荒井栄子 氏 

◇対象 市内在住の小学生以下の子どもと保護者等 ５組 

◇費用 １個５００円 

◇申込 １１月２０日（日）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。 

※あそびのへやの利用は、新型コロナウイルス感染症対策のため、同時に

利用できる人数を３組程度とし、利用時間は１組１時間までとします。 

※利用する際は、小学生および保護者はマスクを着用してください。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

こども館移動出前サロン 
◇日時 毎週木曜日 午前９時３０時～午後１時３０分 

※１１月３日（木・祝）を除く。 

◇場所 境公民館（上境２９０－１） 

◇内容 手遊びや親子体操、制作等で子育て支援員と一緒に遊びましょう！ 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等（申込不要） 

※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時間までとします。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

子育て支援センターきらきら 
 期間中、センター利用時に制作できます。（申込不要） 

◇期間 １１月１日（火）～３０日（水） 

◇内容 ・１１月のお誕生日カード作り：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。 

    ・きらきらカレンダー作り：１２月の季節感あふれるオリジナル

のカレンダーを作ります。材料の持ち帰りもできます。 

◇期間 １１月２１日（月）～１２月２３日（金） 

◇内容 ・簡単にできる「クリスマス飾り」と「お正月飾り」作り。 

     （各々所有時間１５分）材料の持ち帰りもできます。 

【子育て相談】 

◇日時 １１月８日（火）午前９時～午後４時 

※利用時間・入室人数等を制限する場合があります。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します。 

■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７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 親子で遊ぼう！～新聞紙遊び～ 

◇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 １１月４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２２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 親子とも上履き 

◇申込 １１月１５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 

 

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、

次のすべての要件を満たす人。 

    ・市内に住所を有する人 

    ・市税の滞納がない人 

    ・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、領収書を添付のうえ下記あて郵送または直接持参する。 

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

f.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 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 
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結婚支援オンラインセミナー 
 市結婚相談所では、結婚について考える機会を提供するための無料オン

ラインセミナーを開催します。 

◇日時 １１月１３日（日）午後２時～３時（予定） 

◇開催方法 ＺＯＯＭウェビナー ※参加者の顔は見えません。 

 下記のＵＲＬまたはＱＲコードからアクセスし、パスコードを入力して

ください。 

 ・ＵＲＬ：https://us02web.zoom.us/j/84293305085? 

      pwd=SExGeUx5dlZmaFQyc1M5UXhFVS93UT09） 

 ・パスコード：１６１１１０ 

◇内容 好感度アップの異性間コミュニケーション 

◇講師 （一社）異性間コミュニケーション協会代表理事 佐藤律子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 

※事前申し込みは不要です。 

※参加についての注意事項は市ホームページでご確認ください。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

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

 

令和５年 はたちを祝う会 
 成年年齢の引き下げに伴い、今年度から名称を「成人式」から「はたち

を祝う会」に変更します。 

 案内状は、令和４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申し込みください。 

◇対象 平成１４年４月２日～平成１５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。 

※メールで申し込む場合は、件名に「はたちを祝う会申込」等を必ず記載。 

【はたちを祝う会概要】 

◇日時 令和５年１月８日（日） 受付：午前９時～ 

◇場所 凮月カントリー倶楽部（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 

 

ジオパーク構想教室「化石発掘隊④」参加者募集 
 市内外の化石産地を巡り、化石の発掘やクリーニングを体験します。 

◇日時 １１月１９日（土）午前８時～午後２時３０分 

    受付：午前７時３０分～ 

◇場所 集合場所：市役所南那須庁舎 

    観察会場：那須町稲沢 ※観察会場まではバスで移動します。 

    トイレ・昼食休憩場所：道の駅 東山道伊王野 

◇内容 他地域と異なる地層と化石の観察 

◇講師 柏村勇二 氏（栃木県立博物館名誉学芸員） 

◇対象 どなたでも 先着３０名程度 

◇費用 無料（昼食代は参加者負担） 

◇持物 （必須）歩くのに適した服装、ひざ丈の長靴または水没してもよ

い靴、化石を包むための新聞紙、ビニール袋 

    （任意）ハンマー、たがね（マイナスドライバーで代用可能）、

瞬間接着剤、着替えやレジャーシート 

◇申込 １１月１日（火）～１５日（火）の午前８時３０分～午後５時に

電話等で下記あて申し込む。 

※雨天の場合でも開催します。当日に参加をキャンセルする場合は連絡不

要です。観察会場は水につかる場所になります。汚れてもよい服装でご

参加ください。 

■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。外国人の皆さんもお待ちしています。 

◇日時 １１月２０日（日） 集合：午前９時 烏山公民館 

※集合してからマイクロバスで移動します。 

◇場所 国見山みかん園（小木須３００） 

◇対象 市内在住または在勤の人 ２５名（定員になり次第締め切り） 

◇費用 中学生以下５００円、中学生以上１，０００円 

◇申込 １１月１５日（火）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 

 

なすから男女共同参画フォーラム 
 コロナ後の新しい時代を共に生きるために～あなたの力で輝く地域を

～と題して、コロナ禍で顕在化した女性の問題について、今、私たちに何

ができるかを一緒に考えましょう。 

◇日時 １２月１０日（土）午後１時～４時 受付：午後０時３０分～ 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇内容 ・市内で暮らす外国人の日本語発表会（市国際交流協会） 

    ・講演会「コロナ禍が女性に与えた影響から、コロナ後の未来に

ついて考えよう！」 

     講師：宇都宮大学ダイバーシティ研究環境推進本部特任助教 

川面充子 氏 

    ・「ギターと小さな木の笛」音の旅人 くみ∞せい 

◇対象 どなたでも ※参加費無料 

◇申込 １２月２日（金）までに電話で下記あて申し込む。 

※座席に余裕があれば、当日の参加も可能です。 

※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 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

第１３回市民ゴルフ大会参加者募集 
◇日時 １１月２５日（金）午前８時２４分～ 

◇場所 凮月カントリー倶楽部 

◇定員 ３０組１２０名（定員になり次第締め切り） 

◇競技方法 ９ホールストロークプレイ（ぺリア方式） 

※ハンデ上限なし。同ネットの場合は年長者上位となります。 

◇費用 プレー代（ビジター）：５，６５０円（昼食ワンドリンク付き） 

    参加費：２，０００円 

◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。 

■問合 市スポーツ協会事務局（代行：凮月カントリー倶楽部） 

    ☎０２８７－８３－２１２１ 

 

■公民館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

※烏山公民館事務室は、日・月曜日、祝日および年末年始は休みです。 

※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「手のひらのアート・ソープ 

カービング教室」参加者募集 
 ナイフ１本で石けんを美しく彫刻します。 

◇日時 １２月１０日（土）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館１０４会議室（中央２－１３－８） 

◇内容 石鹸をナイフで彫刻して作品を作ります。 

◇講師 石川さちこ 氏（ワールドカービング主宰） 

◇対象 市内在住または在勤の人、先着１０名 

◇費用 ５００円程度（材料代実費） 

◇持物 カッターマット、マスク、筆記用具 

◇申込 １１月５日（土）～１９日（土）の午前９時～後５時に電話等で

下記あて申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 
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公民館講座「ジオサイトを巡る 

トレッキング講座③」参加者募集 
 市内ジオサイトを巡るトレイルコースをつくってみました。ご自分のウ

ォーキングやランニングのコースに取り入れてみませんか。今回は、コー

スを歩いて巡りながらご紹介します。 

◇日時 １１月２７日（日）午前９時３０分～１１時４０分 

※小雨決行 

◇場所 国見見晴らしが丘展望台駐車場 

◇内容 長峰ビジターセンター、国見山みかん園を巡るコース 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名程度 

※1時間以上野山を歩くことができる人に限ります。 

◇費用 入場料５００円（みかん食べ放題）、持ち帰りネットはプラス 

    ５００円かかります。 

◇持物 飲物、フェイスタオル、歩きやすい靴、雨具、あれば登山用ポール 

◇申込 １１月５日（土）～１９日（土）の午前９時～午後５時に電話等

で下記あて申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座「なすからサロン」参加者募集 
◇１１月の内容 

日時 場所 内容・講師 

１１月６日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

烏山 

公民館 

自然地理：那須烏山の地形③那須野が原

の地形 

青島睦治 氏（県立博物館名誉学芸員） 

１１月６日（日） 

午後１時３０分～ 

３時 

歴史：文化財と地域づくり 

上野修一 氏（なす風土記の丘湯津上資

料館館長） 

１１月１３日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

民俗：雷を神としてまつる月次の加茂神社 

柏村祐司 氏（県立博物館名誉学芸員） 

１１月１３日（日） 

午後１時３０分～ 

３時 

古典文学：「奥の細道」を往く④ 

和田貞夫 氏 

（氏家歴史文化研究会会員） 

１１月２６日（土） 

午前９時～正午 

烏山公民

館集合 

市バスで

現地まで

移動 

文化財巡り：国見、木戸不動尊 

柏村勇二 氏（県立博物館名誉学芸員） 

小峯洋一 氏（市生涯学習課職員） 

江守浩史 氏（市生涯学習課職員） 

１１月２７日（日） 

午後１時３０分～ 

３時 

烏山 

公民館 

歴史：埴輪と土偶どうちがう？ 

馬籠和哉 氏 

（県立博物館教育広報課長） 

※１２月以降の日程や内容等の詳細は、市ホームページや烏山公民館備付

のチラシで確認してください。 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人５０名程度 

（文化財巡りのみ２０名程度） 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具（文化財巡りは、活動しやすい服装・靴） 

◇申込 初めて参加する人は、開催日の前日までに申込書 

（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込 

む。または、申込フォーム（https://www.city.nasukarasuyama.

lg.jp/mailform.php?code=30）から申し込む。 

※一度申し込みした人は、改めての申し込みは不要です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

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

 

昆虫標本展示会「神話と星座と虫の名と」 
◇日時 １１月１日（火）～３０日（水） ※図書館休館日を除く。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

◇内容 ギリシャ神話に登場する神々の名と関連する昆虫の標本展示。見

学無料。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おたのしみ会】 

◇日時 １１月５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 ボランティアによる絵本の読み聞かせ、工作会 

◇定員 当日、先着１２名 

■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５日（土）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 

◇定員 当日、先着５名程度 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

図書館ツアー 
 図書館の中を見学してみませんか？普段は入れない書庫も案内します。 

【南那須図書館】 

◇日時 １１月６日（日）午後３時～４時 

◇定員 ５名 

◇申込 カウンターに直接または電話で申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館】 

◇日時 １１月１２日（土）午後３時～４時 

◇定員 ５名 

◇申込 カウンターに直接または電話で申し込む。 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 
 

あかちゃんタイム 
 小さいお子さん連れの保護者を対象に実施します。 

◇日時 １１月９日（水）午前１０時～正午 

◇場所 南那須図書館 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

■広域行政 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

一般廃棄物処理施設整備に関する 

住民説明会 
 新たなごみ処理施設・し尿処理施設の整備に関する住民説明会を開催し

ます。住民の皆さんからご意見やご質問等をいただき、組合で策定した計

画等の見直しや再検討の参考にさせていただきます。 

期日 時間 場所 

１１月２６日（土） 
午前１０時～正午 

馬頭総合福祉センター 
（那珂川町馬頭５６０－１） 

午後２時～４時 
広域行政センター２階 
（那須烏山市大桶８７２） 

１１月２７日（日） 
午前１０時～正午 

小川福祉センター 
（那珂川町小川１０６５） 

午後２時～４時 
南那須公民館２階 
（那須烏山市岩子６－１） 

■問合 南那須地区広域行政事務組合施設整備室 

    ☎０２８７－８３－１１５５ 
 

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

 

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 １１月１３日（日）午前１０時～正午 受付：９時３０分～ 

◇場所 まるごとケアの家あいさん家（神長４２２－１） 

◇内容 利用者のご家族からの体験談、「あいさん家」内覧会 

◇費用 無料（来場者には限定記念品を贈呈します） 

■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 
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国見みかん狩り＆棚田で遊ぼう 
◇日時 １１月２０日（日）午前９時～１１時 受付：午前８時４５分～ 

※小雨決行。荒天時は中止します。 

◇集合場所 八溝観光みかん園（小木須２７８５） 

◇内容 みかん狩りをした後、棚田で遊びながら自然、棚田について学ぶ。 

◇対象 市内在住の未就学児・小学生の親子 １５組程度 

◇費用 子ども1人につき２００円（団体保険料、諸経費等） 

※別途みかん食べ放題入場料が１人５００円、１キロ以上の持ち帰りネッ

トは任意で５００円かかります。 

◇持物 飲物、ウェットティッシュ、アウトドアチェア 

◇申込 １１月１９日（土）までにＥメールで下記あてまたはＱＲコード

から団体の公式ＬＩＮＥアカウントで友だち登録して申し込む。 

※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。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

■問合 なすから子結び団（堀江・大橋） 

    Ｅメール：komusubidan@sora-inc.com 

 

国際医療福祉大学 塩谷看護専門学校看護学生募集 
◇試験日 １２月３日（土） 

◇試験場所 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 

◇受験資格 令和５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、修学期間中、

勉学に専念できる人 

◇応募方法 １１月１１日（金）～２５日（金）に入学願書を下記あて 

      提出する。 

※詳細および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 

 

自衛官候補生・陸上自衛隊高等工科学校生徒採用試験 
【自衛官候補生（陸・海・空）】 

◇受付期間 １１月９日（水）まで 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満 

【自衛官候補生（陸・海・空）】 

◇受付期間 １１月１０日（木）～１２月１日（木） 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満 

【陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦）】 

◇受付期間 １２月２日（金）まで 

◇応募資格 男子で中卒（見込含む）。１７歳未満の成績優秀かつ生徒会

活動等に顕著な実績を修め、学校長が推薦できる人 

【陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）】 

◇受付期間 令和５年１月６日（金）まで 

◇応募資格 男子で中卒（見込含む）。１７歳未満の人 

※詳細は、自衛隊栃木地方協力本部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。 

■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所 

    ☎０２８７－２２－２９４０ 

 

■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２日・１６日 午前９時～正午 

◇場所 ・２日：烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

    ・１６日：保健福祉センターボランティア室（田野倉８５－１） 

■問合 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７日（月）午前１０時～午後５時 

◇場所 大金駅前観光交流施設 

※電話相談は毎日受け付けています。下記あてお電話ください。 

■問合 栃木県精神保健福祉会（やしお会：植村） 

    ☎０９０－４２４２－０１４７ 

多重債務者の無料相談会 
◇日時 １１月３０日（水）午後０時３０分～５時 

◇場所 県研修館２０５、４０１、４０２研修室（宇都宮市塙田１－１－２０） 

◇対象 県内在住の多重債務者 定員４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 

◇相談等対応者 弁護士１名、司法書士１名（債務額が１４０万円以下の

場合のみ）、栃木県消費生活センター相談員１名、栃木

県精神保健福祉センター心理士等１名 

◇申込 １１月２２日（火）までに、下記あて申し込む。 

※事前予約が必要です。 

■問合 県県民生活部くらし安全安心課消費者行政推進室 

    ☎０２８－６２３－３２４４ 
 

１１月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」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上で

の負傷等や失業した場合に保険給付を行うもので、労働者を一人でも雇用す

る事業主は法律で加入が義務付けられています。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手続きをしてください。 

■問合 宇都宮労働基準監督署 ☎０２８－３４６－３１６９ 

    宇都宮公共職業安定所 ☎０２８－６３８－０３６９ 

 

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

 

１１月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 火 昆虫標本展示会（～11/30） 南那須図書館 

２ 水 
心配ごと相談 
ぴよぴよ広場10：00～10：30 

烏山公民館 
こども館 

３ 木 
文化の日 
那須烏山市・和光市スポーツ交流大会 
【休日当番医】熊田診療所 

 
烏山小学校体育館 
☎0287-88-2136 

４ 金 がん検診（完全予約制・婦人科検診のみ） 保健福祉センター 

５ 土 
おたのしみ会10：30～11：00 
おはなし会14：00～14：30 

南那須図書館 
烏山図書館 

６ 日 
特定健診・がん検診（完全予約制） 
図書館ツアー15：00～16：00 
【休日当番医】坂本クリニック（那珂川町） 

保健福祉センター 
南那須図書館 
☎0287-92-1166 

７ 月   

８ 火   

９ 水 

秋季全国火災予防運動（～11/15） 
こども食生活相談（要予約）9：00～正午 
ぴよぴよ広場10：00～10：45 
あかちゃんタイム10：00～正午 

 
保健福祉センター 
こども館 
南那須図書館 

１０ 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 

１１ 金 親子でヨガを楽しもう 10：30～11：30 こども館 

１２ 土 
ジオパーク構想教室「火山灰は宝石箱」受付 9：30～ 
図書館ツアー15：00～16：00 

烏山公民館 
烏山図書館 

１３ 日 
結婚支援オンラインセミナー14：00～15：00 
【休日当番医】近藤クリニック 

ＺＯＯＭウェビナー 
☎0287-83-2250 

１４ 月 
特定健診・がん検診（完全予約制） 
母親学級（要予約）受付 9：40～10：00 

烏山体育館・烏山公民館 
保健福祉センター 

１５ 火   

※ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。 
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