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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 

◇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 

※オミクロン株対応ワクチンの接種は１回のみとなります。 

【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 

１２月 ３日（土） １２月１７日（土） 午後２時～ 

４時３０分 １２月１０日（土） １２月２４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、各自でご予約ください。 

※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 

１２月 ３日（土） １２月１７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 

１２月 ４日（日） １２月１８日（日） 

１２月 ７日（水） １２月２１日（水） 

１２月１０日（土） １２月２４日（土） 

１２月１１日（日） １２月２５日（日） 

１２月１４日（水）  

●那須南病院（中央３－２－１３） 

接種日 実施時間 

１２月 １日（木） １２月１５日（木） 
午後２時～４時 

１２月 ８日（木） １２月２２日（木） 

※１月の接種日程は、１２月１５日発行の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 

 ・対象者に接種案内通知（接種券）を発送済みです。届いていない場合

は健康福祉課あてお問い合わせください。 

 ・他自治体からの転入等により本市で接種記録のない人は、健康福祉課

窓口にて発行申請が必要です。 

【初回接種（１・２回目）を希望する人】 

 オミクロン株対応ワクチンは初回接種が完了していないと接種ができ

ません。初回接種を希望する人は下記あてご相談ください。なお、初回接

種は従来株のワクチンとなります。初回接種用ワクチンには有効期限があ

りますので、オミクロン株対応ワクチンの接種を希望する場合は、年内に

初回接種（１・２回目）を完了させてください。 

※ワクチン接種は、国の動向により変更になる場合があります。 

■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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市役所南那須庁舎でも 

マイナポイント第２弾の申込ができます 
 南那須庁舎でも１１月１５日からマイナポイント第２弾の申し込みが

できるようになりました。 

◇市役所での申込支援窓口 

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 

※木曜日の窓口延長時と土・日曜日および祝日は除く。 

◇予約 事前予約は不要です。１人あたり１５分程度かかります。 

※所要時間は申込内容によって異なります。また、混雑状況によりお待ち

いただく場合がありますのでご了承ください。 

◇持物 ・マイナンバーカード 

    ・数字４ケタの暗証番号（マイナンバーカードの受け取り時に設

定した暗証番号） 

    ・申し込むキャッシュレス決済サービス（決済サービスＩＤ、パ

スワード等の情報が分かるもの） 

    ・本人名義の預貯金口座情報（公金受取口座を登録する場合） 

◇注意事項 

 ・申込の手続きには、原則、本人がお越しください。 

 ・１５歳未満の人や成年被後見人が申し込む場合には、本人と法定代理

人が一緒にお越しください。 

■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 
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マイナポイント第２弾の手続きで 

「Ｕ字工事コラボクリアファイル」をプレゼント 
 今なら、市が実施する申込支援窓口でマイナポイント第２弾の申し込み

をした人に、本市限定オリジナルグッズ「Ｕ字工事コラボクリアファイル」

を差し上げます！ 

◇内容 

配布対象 
１１月１日時点でマイナポイント第２弾の申し込みをして

いない市民 

配布場所 

配布期間 

【烏山庁舎市民課】 
令和５年２月２８日（火）まで 

※土・日曜日および祝日は除く。 

【南那須庁舎市民課南那須分室】 
１１月１５日（火）～令和５年２月２８日（火） 

※土・日曜日および祝日は除く。 

配布内容 
Ｕ字工事コラボクリアファイル ３，５００部 

※無くなり次第終了となります。 

配布方法 

・上記の配布場所でマイナポイント第２弾の申し込みをし

た際に配布します。 

・マイナンバーカード１枚に対し、クリアファイル１枚を

配布します。 

■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１１月の税金 
１１月３０日（水）は、下記税金の納期限および口座振替日です。納め

忘れのないよう注意しましょう。 

◇対象税金 市県民税第３期・国民健康保険税第５期・介護保険料第５期・

後期高齢者医療保険料第５期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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

 

肥料価格高騰による農業者への支援 
 国では、肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料

の低減に取り組む農業者の肥料費を支援します。 

◇対象者 

 農作物の販売実績がある農家 

※自給飼料を生産する畜産農家は畜産物の販売実績とします。 

◇対象肥料 

 令和４年６月から令和５年５月までに購入または予約した肥料 

※肥料法に基づく肥料に限ります。 

◇支援内容 

 化学肥料低減の取り組みを行ったうえで、前年度から増加した肥料費の

７割を支援します。 

◇申請方法 肥料の購入先にお問い合わせください。 

 ・ＪＡなす南で肥料を購入した人は、ＪＡなす南にお問い合わせくださ

い。その他の肥料販売店で購入した人は、購入した肥料販売店にお問

い合わせください。 

 ・購入先で申請を受け付けていない場合は、塩谷南那須農業振興事務所 

  （☎０２８７－４３－１２５２）あてお問い合わせください。 

◇申請に必要なもの 

 ・秋肥および春肥の購入価格が分かる注文票等、領収書または請求書 

 ・化学肥料低減計画書（化学肥料低減に向けた取り組みに２つ以上取り

組むこと） 

※申請の締め切りは、各購入先にご確認ください。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

■健康 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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、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 

 

特定健診・がん検診等日程 
 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しましょう。 

 健診会場では新型コロナウイルス感染症の予防に努め実施しています。 

◇日程 ※全て予約（申込）が必要です。 

期日 場所 受付時間 

１２月１０日（土） 

【最終日】 

◎婦人検診等あり 

保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

午前８時１０分 

～１０時３０分 

※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動向により、中止する場合があります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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、せび、受診してみませんか？詳細は８月上旬に郵送した通

知でご確認ください。 

◇対象者 ２０歳（平成１３年４月２日～平成１４年４月1日） 

     ２５歳（平成８年４月２日～平成９年４月１日） 

     ３０歳（平成３年４月２日～平成４年４月１日） 

     ３５歳（昭和６１年４月２日～昭和６２年４月１日） 

     ４０歳（昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日） 

◇実施期間 １２月３１日（土）まで ※休診日を除く。 

◇自己負担 １，５００円 

◇医療機関 

医療機関 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 
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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５６年４月２日～昭和５７年４月１日） 

 ５０歳（昭和４６年４月２日～昭和４７年４月１日） 

 ６０歳（昭和３６年４月２日～昭和３７年４月１日） 

 ７０歳（昭和２６年４月２日～昭和２７年４月 1日） 

◇実施期間 １２月３１日（土）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 

浅倉歯科医院 谷浅見９８６－１ 0287-84-1180 

石川歯科医院 金井１－８－４ 0287-82-2462 

石川歯科医院 金井２－９－６ 0287-84-1818 

石倉歯科医院 鴻野山２０９－７ 0287-88-0633 

岡林歯科医院 初音６－６ 0287-82-2646 

スマイル歯科 藤田１４７７ 0287-88-5505 

福澤歯科医院 大金１８１ 0287-88-2046 

藤井歯科医院 中央３－３－５ 0287-84-1921 

みどり歯科 南大和久４５１－２ 0287-88-5155 

若林歯科医院 中央１－１８－３２ 0287-82-2422 

◇申込 上記の医療機関に電話等で申し込みください。(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 

 

ＨＩＶ（エイズ）特例検査 
◇日時 １１月２９日（火）午後５時３０分～７時３０分（要予約） 

◇場所 県北健康福祉センター本館（大田原市住吉町２－１４－９） 

◇費用 無料 

◇検査結果通知 検査当日（判定保留となった場合は改めて通知日を設定

します） 

※受検者本人に直接お知らせします。代理の人や電話等でのお知らせは一

切行いません。 

※ＨＩＶ感染症検査は、感染直後は正確な結果が出ないため、感染の可能

性のあった日から１２週間以上経過してから検査してください。 

※詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 

 

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

 

妊婦・産後ママサロン「自力整体」 
◇日時 １２月６日（火）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 自力整体  

◇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１

か月から産後１年６か月未満の人 

※託児は要相談です。妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。 

◇持物 飲物、母子健康手帳、託児を希望する人はおむつやミルク等のお

出掛けセット  

※当日は動きやすい服装でご参加ください。 

◇申込 １２月２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 

子育て支援アプリ「なすから♡ファミて」配信中 
 妊婦さんや子育て中の家族に向けて、妊娠・出産・育児を応援する子育

て支援アプリを配信しています。妊娠中の体重管理、お子さんの予防接種

管理、日々の成長記録等多くの機能があります。詳細は市ホームページの

子育て支援サイトでご確認ください。ＱＲコードからア 

プリをインストールできます。ぜひ、ご利用ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

    ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

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

 

ジオパークと那須烏山ジオパーク構想 

について考える座談会 
◇日時 １２月３日（土）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館２階研修室（中央２－１３－８） 

◇内容 ジオパークの考え方や認定されることによる地域への影響、認定

審査の裏話等のお話を聞いた後、講師とのトークを交えながらジ

オパークと那須烏山ジオパーク構想に対する理解を深めます。 

◇講師 柚洞一央 氏（鳥取県立鳥取環境大学准教授、ユネスコ世界ジオ

パーク現地審査員） 

◇対象 どなたでも 定員１００名程度 ※事前申し込みは不要です。 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

市内で暮らす外国人の日本語発表会 
なすから男女共同参画フォーラムで、市の日本語教室に通う外国人（小

学生・中学生・社会人）による日本語発表会を開催します。詳細は１１月

１日発行の広報お知らせ版または市ホームページでご確認ください。 

◇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（中央２－１３－８） 

◇対象 どなたでも（費用無料） 

◇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 

 

烏山山あげ保存会芸能部会会員募集 
 烏山山あげ保存会芸能部会では、山あげの踊りや常磐津（三味線・浄瑠

璃）、鳴物（笛・太鼓等）を担っていただける会員を募集します。稽古を

積んで、山あげの舞台に出演しましょう。体験・見学も可能です。 

◇活動内容 稽古、舞台公演等 

◇対象 どなたでも 

◇費用 無料 

◇申込 随時募集しています。下記あてお問い合わせください。 

■問合 烏山山あげ保存会事務局（生涯学習課内） 

    ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

山あげ芸能教室生徒募集 
 烏山山あげ保存会芸能部会では、山あげ祭の主役である踊りや常磐津の

唄と三味線に興味がある児童や生徒を募集します。年間を通した練習のほ

か、発表会や各種イベントへの参加も予定しています。 

◇対象 小学１年生から高校３年生まで（保護者も一緒に参加できます） 

◇費用 無料 

◇申込 随時募集しています。下記あてお問い合わせください。 

■問合 烏山山あげ保存会事務局（生涯学習課内） 

☎０２８７－８８－６２２３ 
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■学校教育 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

就学援助入学準備金を 

小・中学校の入学前に支給します 
 就学援助は、義務教育期間中に必要な費用の一部を家庭の事情に応じて

援助する制度です。小学校および中学校への新入学を迎える児童・生徒を

持つ家庭の負担軽減のため、就学援助費の一部である入学準備金を入学前

に支給します。 

◇対象 

 ４月に市内・市外（市外の場合は区域外就学認定者に限る）の小学校およ

び中学校に新入学する児童・生徒の保護者で、次のいずれかに該当する世帯 

 ・所得状況が生活保護に準ずる世帯 

 ・世帯全員、市県民税が非課税 

 ・児童扶養手当（児童手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助

成とは異なります）を受給している世帯 

※原則、市県民税の申告が必要です。所得の基準は、世帯構成や年齢によ

って異なります。 

◇支給額 

 小学校：５４，０６０円、中学校：６０，０００円 

◇申込 

 １２月１日（木）～令和５年１月２０日（金）に申請書（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、申請書記載の必要書類を添

付のうえ、下記あて提出する。（土・日曜日、祝日および年末年始を除く） 

※入学準備金が支給されてから要件を満たさなくなった場合は、返還して

いただく場合があります。 

※受付期間以降に就学援助の申請をして認定になった人は、入学後に支給

します。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

 

■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 

「ひょうたんランプ作り教室」参加者募集 
 ひょうたんに開けた穴から漏れる優しい明かりは、幻想的な世界を作っ

てくれます。あなただけのランプを作ってみませんか。 

◇日時 １２月１７日（土）午前９時３０分～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館１０４会議室（中央２－１３－８） 

◇内容 ひょうたんを切り抜いたり、穴を開けてビーズをはめ込んだり 

    してスタンドライトを作る。 

◇講師 井上朝子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名 

◇費用 材料代実費 １，０００円程度 

◇持物 マスク・筆記用具 

◇申込 １１月１９日（土）～１２月３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 

「大人も楽しめる絵本の世界」参加者募集 
 講座を通して、今まで出会えなかった絵本や新たな絵本の世界に気づく

かもしれません。絵本の魅力にもう一度浸ってみませんか。 

◇日時 １２月１８日（日）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 南那須図書館多目的ホール（田野倉６５－１） 

◇内容 ・絵本にまつわる話 

    ・絵本の紹介（小さい子に読ませたい絵本等） 

    ・読み聞かせ体験 

◇講師 荒井千幸 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名程度 

◇費用 無料 

◇持物 マスク・筆記用具 

◇申込 １１月１９日（土）～１２月３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  

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 

◇日時 １１月１９日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール（田野倉６５－１） 

◇内容 ボランティアによる絵本の読み聞かせ、かんたん工作 

◇定員 当日、先着１２名 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おたのしみ会】 

◇日時 １１月１９日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 烏山図書館児童コーナー（中央１－１８－３９） 

◇内容 絵本の読み聞かせ、かんたん工作等 

◇定員 当日、先着５名程度 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

南那須図書館特別休館（蔵書点検） 
◇休館期間 １２月５日（月）～９日（金） 

※烏山図書館は通常通り開館していますが、南那須図書館の資料は利用で

きません。５日（月）は烏山図書館も休館です。 

※期間中の資料の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用ください。

ただし、ＣＤ・ＤＶＤは破損の恐れがあるため、開館している日に直接

カウンターまで返却してください。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

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１６日（水）午前１０時～正午 

◇場所 烏山図書館 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

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

 

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および振興に関

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。このマークがある登録店は、 

技術・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。 

■問合 （公財）県生活衛生営業指導センター 

    ☎０２８－６２５－２６６０ 



- 5 - 

 

令和５年版栃木県民手帳販売 
 １１月から下記店舗で県民手帳の販売が開始されました。 

◇市内取扱店舗（出典：栃木県ホームページ） 

 ・ゲオからす山店 

 ・ホームセンターカンセキ烏山店 

◇規格・販売価格 

 ・規格：通常版（１４．７ｃｍ×８．９ｃｍ）、カバーの色は緑と赤の

２色 

 ・販売価格：６０５円（税込） 

※市役所総合政策課（烏山庁舎）での販売時間は、平日午前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 

 

着物で晩秋の街並み散策 
 街路樹もいつのまにか色付き、目も覚める野山の紅葉に心奪われる日々

となりました。思い出の着物でふるさとの歴史文化財巡りを楽しんでみま

せんか。 

◇日時 １１月２７日（日）午前９時３０分～午後３時３０分 

※小雨決行 

◇集合場所 山あげ会館（着付け希望者は午前８時３０分までにお越しく

ださい） 

◇行程 山あげ会館 → マルシェ散策 → 龍門の滝ふるさと民芸館・ 

    一条院 → 竹のや（昼食） → ゴルフ場散策 → 興野大橋 

    → 落石（関東の嵐山）句碑 → 山あげ会館（解散） 

※当日は、語り・川柳等、那須烏山を楽しむ盛りだくさんの企画を用意し

ています。  

◇対象 市内在住者 先着２０名（定員になり次第受け付け終了） 

◇費用 ２，５００円（昼食、通信費、保険、写真代） 

◇申込 １１月２２日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※着付けは無料です。下記あて予約してください。 

■問合 街に賑わいを興す会（小堀） ☎０２８７－８２－２６０８ 

 

モルック交流会 
◇日時 １２月３日（土）午前１０時～正午 

受付：午前９時３０分～ 

◇場所 緑地運動公園（藤田１１８１－８５） 

◇内容 障がいのある人もない人も、スポーツを通して相互理解を深める

交流事業として、モルックの体験を通した交流を行います。 

◇対象 どなたでも 

◇定員 ３０名程度 

※実際にスポーツ体験を行います。１チーム１～３名でご参加ください。 

◇費用 無料 

◇申込 １１月３０日（水）までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 市社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

 

市長と話そう！ 

なすからタウンミーティング参加者募集 
 市民協働のまちづくりを目指して、市政について、皆さんの声をお聞か

せください。あなたの意見が市の未来を変えるかもしれません。 

◇日時 １２月１８日（日）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇内容 「防災～○○で緊急時の備え～」について市長が説明し、参加者

と直接、話し合いをします。 

◇対象 市内に在住、通勤・通学している人 

◇申込 １２月１２日（月）までに電話等で下記あて申し 

    込む。申し込みはＱＲコードからもできます。 

※詳細は市ホームページでご確認ください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

全国一斉 

「女性の人権ホットライン」電話相談 
 女性をめぐる様々な人権問題に積極的に取り組むことを目的に、１１月

１８日～２４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。強化週間中は、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、ストーカー行為等様々

な相談について、時間を拡大して電話で対応します。 

 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１８日（金）～２４日（木）午前８時３０分～午後７時 

※土・日曜日の相談時間は、午前１０時～午後５時です。 

◇相談方法 電話による相談（☎０５７０－０７０－８１０） 

■問合 宇都宮地方法務局 ☎０２８－６２３－０９２５ 

 

第２回「道の駅きつれがわ即売会」 
 社会を明るくする運動の一環として、全国の刑務所で生産された刑務所

作業製品を販売する即売会を開催します。ぜひ、お越しください。 

◇日時 １１月２３日（水・祝）午前９時～午後３時３０分 

◇場所 道の駅きつれがわ敷地内（さくら市喜連川４１４５－１０） 

※入場料は無料です。駐車場は道の駅きつれがわの駐車場をご利用くださ

い。当日は雨天でも実施します。 

■問合 喜連川地方事務所 ☎０２８－６６６－８８３０ 

 

第４３回 歳末チャリティーショー 
 入場無料でどなたでも鑑賞できます。ぜひ、お越しください。 

◇日時 １１月２６日（土）午前９時３０分～ 開場：午前９時～ 

◇場所 烏山公民館２階研修室（中央２－１３－８） 

◇内容 歌謡曲、舞踊、詩吟等の鑑賞 

■問合 烏山地区民俗文化奉仕協会（五月女） 

☎０２８７－８２－３１８０ 

 

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/）またはＱＲコード 

からご確認ください。 

■問合 宇都宮東年金事務所 ☎０２８－６８３－３２１１ 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 １２月３日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 ＪＲ小塙駅駐車場 

◇散策コース 「歴史、自然、産業遺産を味わう」（約６．５ｋｍ） 

       ＪＲ小塙駅駐車場 → 荒川沿いの道・小塙自然環境保全 

       地域 → 森田橋 → 森田発電所跡 → 森田頭首工  

       → 芳朝寺 → ＪＲ小塙駅駐車場 

◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員・理学博士 青島睦治 氏 

     那須烏山市観光ガイド 松本将樹 氏 

◇費用 無料 

※事前申し込みは不要です。 

◇持物等 動きやすい服装、飲物等 

※感染症対策のため、十分な健康管理のうえ、ご参加ください。 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

    ☎０８０－６５１２－０１６８ 

 



- 6 - 

 

放送大学入学生募集 
 放送大学はテレビ・インターネットで授業を行う通信制の大学です。働

きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたい等、様々な目的で幅広い世

代の人が学んでいます。令和５年４月入学生を募集します。詳しい資料を

送付しますので、気軽に下記あてお問い合わせください。 

◇出願期間 

 第1回：１１月２６日（土）～令和５年２月２８日（火） 

 第２回：令和５年３月１日（水）～１４日（火） 

※詳細は放送大学ホームページをご覧ください。 

■問合 放送大学栃木学習センター ☎０２８－６３２－０５７２ 

 

宇都宮大学地域デザインセンター 

「地域防災部門」設立記念シンポジウム 
 県における地域共創による防災まちづくりをテーマに、講演やグループ

ワークを通して地域防災について議論を深めます。 

◇日時 １２月９日（金）午後１時～５時 

◇場所 ＪＲ宇都宮駅東口交流拠点施設「ライトキューブ宇都宮」 

    （宇都宮市宮みらい１－２０） 

◇内容 ・講演「地方大学での社会共創による防災」 

     講師：岐阜大学准教授 小山真紀 氏 

    ・県における防災活動の報告、グループワーク等 

◇費用 無料 

◇申込 １２月２日（金）までにＱＲコードから申し込む。 

※詳細は宇都宮大学地域デザインセンターホームページをご覧ください。 

■問合 （大）宇都宮大学地域デザイン科学部地域デザインセンター 

    ☎０２８－６８９－６２３５ 

 

■道路・施設管理 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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 

 

公園はきれいに利用しましょう 
 公園は憩いの場であることから、皆さんが気持ちよく利用できるようご

みの持ち帰り等のご協力をお願いします。 

・公園内は禁煙です。 

・利用者の安全が確保できないような球技はしないでください。 

・施設、樹木、芝生等は大切に使用してください。 

・ペットはリードにつなぎ、フン・尿は飼い主が後始末をしてください。 

・自転車・車・バイク等は乗り入れないでください。 

・ごみは持ち帰りましょう。 

・花火の使用やバーベキュー等の火を使う行為は禁止です。 

■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

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

 

１１月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 水 

心配ごと相談 

産後サポート事業「おひさま」（要予約）受付 9：40～10：00 

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 

保健福祉センター 

こども館 

烏山図書館 

１７ 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 

１８ 金   

１９ 土 
おはなし会10：30～11：00 

おたのしみ会14：00～14：30 

南那須図書館 

烏山図書館 

２０ 日 【休日当番医】佐野医院 ☎0287-84-1616 

２１ 月 
１歳児相談9：30～ 

１歳６か月児健診13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２２ 火 

５歳児相談9：30～ 

子育てママのおしゃべり会 10：30～11：30 

４か月児・８か月児健診13：00～ 

保健福祉センター 

こども館 

保健福祉センター 

２３ 水 
勤労感謝の日 

【休日当番医】高野病院（那珂川町） 
☎0287-92-2520 

２４ 木 

行政相談 

２歳６か月児相談9：30～ 

移動出前サロン9：30～13：30 

窓口業務延長（～19：00） 

烏山庁舎 

保健福祉センター 

境公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２５ 金 ３歳児健診13：00～ 保健福祉センター 

２６ 土 ぴよぴよ広場10：00～10：45 こども館 

２７ 日 
ディンプルアートを体験しよう 10：00～11：30 

【休日当番医】塩谷医院 

こども館 

☎0287-88-2055 

２８ 月 特定健診・がん検診（完全予約制） 保健福祉センター 

２９ 火   

３０ 水 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

市県民税第３期・国民健康保険税第

５期・介護保険料第５期・後期高齢

者医療保険料第５期納期限・口座振

替日 

こども館 

 

 

 

 

※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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