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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） 
 １２月実施分は既にいっぱいになっていますが、令和５年３月まで実施

する予定で、十分に接種日程を確保しています。 

◇次回接種予約受付 

・１月、２月分の接種会場・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（１２月１５日以降）でお知らせします。 

・１月、２月分の予約は、１２月１５日（木）午前９時から受け付けします。 

※ワクチン接種は、国の動向により変更と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（平日９時～午後５時） 

    土・日曜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） 

 

■公共施設・駐輪場 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

凍結破損防止のため公衆トイレの冬季閉鎖 
◇閉鎖場所 ・小木須国見公民館隣トイレ 

      ・大沢せせらぎの里公園公衆トイレ 

      ・滝水辺公園公衆トイレ 

◇閉鎖期間 １２月１２日（月）～令和５年３月１３日（月） 

■問合 （小木須国見公民館隣トイレについて） 

    農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

    （それ以外の公衆トイレについて） 

    商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

駅前駐輪場の放置自転車の撤去 
 現在、ＪＲ烏山線各駅の駐輪場に放置自転車と思われる自転車が増加し

ています。市では、防犯および環境美化のため、下記の日程で撤去作業を

実施します。撤去予定の自転車については、告知票を取り付けてあります

ので、使用している場合は、必ず告知票を取り外してください。 

◇作業実施日 １２月１９日（月）午前９時～正午 

◇実施場所 ＪＲ烏山線各駅の駐輪場（烏山駅～鴻野山駅） 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

マイナンバーカードを受け取りましょう 
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。交

付予約サイトからは、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「第３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「最終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 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 

開庁日 時間 交付場所 

１２月１７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 

１２月２５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 

令和４年１２月１日 Ｎｏ．４１３ 

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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住民票等の各種証明書発行の 

コンビニ交付サービスが利用できます 
 マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストア等で各種証明書が

取得できます。ぜひ、ご利用ください。また、まだマイナンバーカードを

持っていない人はこの機会に申請してみませんか？ 

◇取得できるもの ※手数料として、各１通２００円かかります。 

種類 取得できる人 

住民票の写し 市内に住民登録がある人または同じ世帯の人 

印鑑登録証明書 市に印鑑登録している本人 

・課税証明書 

・住民税決定証明書 

・所得証明書 

市で市県民税が課税されている人 

※税の申告をしていない場合は取得できません。 

※最新年度分は、当初納付書等の発送後となります。 

◇利用できる場所  

 住んでいる市区町村にかかわらず最寄りのコンビニエンスストア等店

舗内に設置されたキオスク端末（マルチコピー機）から取得できます。 

◇利用可能時間 午前６時３０分～午後１１時 

※年末年始およびシステムメンテナンス時を除く。 

◇サービス利用に必要なもの  

 マイナンバーカードおよび４桁の暗証番号（利用者証明用電子証明書が

搭載されているもの） 

※電子証明書の有効期限が切れている場合は、更新する必要があります。 

■問合 （住民票の写し、印鑑登録証明書、コンビニ交付に関すること） 

    市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    （各種税証明に関すること） 

    税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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

 

皆さんの「からせん」の思い出を募集します 
 令和５年４月に烏山線が全線開業１００周年を迎えます。その記念事業

の一環として、「からせん」の思い出エピソードや写真を募集します。 

※投稿された記事は市広報紙、ホームページ等に掲載する場合があります。 

◇募集内容 ・「からせん」の思い出（文字数：２００～２５０字） 

      ・「からせん」の思い出の写真（掲載等可能なもの） 

※写真は原則返却しません。 

◇応募方法 住所、氏名、連絡先、掲載の可否、匿名希望の有無を記入の

うえ、郵送、ＦＡＸまたはメールで下記あて送付 

      する。思い出は申込フォームからも応募できます。 

※掲載する場合、文字数により表現を変更する場合があります。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

    ＦＡＸ：０２８７－８３－１１４２ 

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

 

■国保・年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民年金保険料の控除証明書 
 令和４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４年１月１日から９月３０日まで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。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４年１０月１日から１２月３１日までに国民年金保険料を納付し

た人の証明書は、令和５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） 

国民健康保険・後期高齢者医療制度被保険者が 

交通事故にあった時はすぐに連絡を 
 国民健康保険・後期高齢者医療制度被保険者が、交通事故等の第三者（自

分以外の人）から傷害を受けた場合の医療費は、加害者の全額負担が原則

ですが、「第三者行為による被害届」を提出することで、国民健康保険・

後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。医療機関を受診する

際は、速やかに届け出をしてください。 

※示談を済ませてしまうと国民健康保険・後期高齢者医療制度が使えなく

なる場合があります。示談の前に必ず下記あてご連絡ください。 

◇届出に必要なもの 印かん、保険証、交通事故証明書（後日で可） 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■市民窓口 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

特設人権相談所を開設します 
 １２月４日～１０日は第７４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５日（月）午前９時～正午 

◇場所 保健福祉センター相談室（田野倉８５－１） 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 
 

■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を市役所烏山庁舎・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を受け付けています。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、ご検討ください。

令和５年２月３日（金）までに下記あて提出してください。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

青色決算説明会および白色決算説明会 
【青色決算説明会】 

◇日時 １２月８日（木）午前１０時～正午（農業所得の人） 

            午後２時～４時（営業・不動産所得の人） 

◇場所 那珂川町小川総合福祉センター（那珂川町小川１０６５） 

    午前：あじさいホール、午後：すこやか共生館（多目的集会室） 

【白色決算説明会】 

◇日時 １２月１５日（木）午前１０時～正午（農業所得の人） 

             午後２時～４時（営業・不動産所得の人） 

◇場所 氏家公民館第４・５研究室（さくら市櫻野１３２２－８） 

※先着順です。定員に達した場合は参加できない場合があります。 

 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 氏家税務署個人課税第一部門 ☎０２８－６８２－３３１３ 
 

■防災・安全 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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。 

※本体に電池を入れておくと、停電時にＬＥＤ照明が点き大変便利です。 

◇「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 
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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。市民一人ひとりが

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（日）～３１日（土） 

◇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 

       ・「ライト４（フォー）運動」と「原則ハイビーム」の推進 

       ・自転車の交通ルールの順守の徹底 

◇統一行動日 ・１２月１３日（火）「子供や高齢者に優しい３Ｓ（スリ

ーエス）運動」推進強化の日 

       ・１２月１６日（金）「飲酒運転根絶」強化の日 

       ・１２月１９日（月）「自転車マナーアップ」強化の日 

       ・１２月２２日（木）「ライト４とハイビーム」強化の日 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

水道料金（基本料金）の減免 
 コロナ禍における原油・物価高騰の影響を受けた市民や事業者の経済的

負担の軽減を図るため、水道料金の基本料金を減免します。 

◇内容 水道料金の内「基本料金」を減免 

※水道料金の従量料金と下水道使用料は減免対象外です。 

※定期調定以外の精算分等は減免対象外です。 

◇対象者 全ての市営水道使用者 

◇減免対象 １２月検針分 

◇減免額 ※減免のための手続きは不要です。 

口径 基本料金(税込) 
減免額(税込) 

１２月検針分 

１３ｍｍ １,９８０円 △１,９８０円 

２０ｍｍ ３,３４４円 △３,３４４円 

２５ｍｍ ５,７２０円 △５,７２０円 

３０ｍｍ ９,２４０円 △９,２４０円 

４０ｍｍ １１,８８０円 △１１,８８０円 

５０ｍｍ ２０,２４０円 △２０,２４０円 

７５ｍｍ ２７,７２０円 △２７,７２０円 

※１２月検針時の「検針のお知らせ」には、基本料金が差し引かれた金額

が表示されます。なお、請求予定額が「＊円」で表示されている場合は、

請求額が０円のため納付書の発送および口座振替がされません。 

■問合 上下水道課業務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

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

 

第十一回特別弔慰金の請求手続き 
 請求期限を過ぎると、権利がなくなりますので、ご注意ください。 

◇対象 戦没者等の死亡当時の遺族で、令和２年４月１日（基準日）にお

いて、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法に

よる遺族年金等を受ける人（戦没者等の妻や父母等）がいない場

合に、次の順番による先順位のご遺族１人に支給します。 

 （１）令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰

金の受給権を取得した人 

 （２）戦没者等の子 

 （３）戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹 

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、①～

④の順番が入れ替わります。 

 （４）上記（１）～（３）以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等） 

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた人に

限ります。 

◇内容 額面２５万円、５年償還の記名国債 

◇請求期限 令和５年３月３１日（金）まで 

◇請求窓口 健康福祉課（保健福祉センター）受付時間：午前９時～午後４時 

※既に第十一回特別弔慰金の請求手続きを済ませた人は、手続きは不要です。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

高齢者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の同時流行を防ぐ

ため、インフルエンザワクチン接種をご検討ください。 

◇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５年２月２８日（火）まで 

◇実施機関 市内および那珂川町の医療機関または県定期予防接種の相

互乗り入れ事業協力医療機関 

◇費用 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、医療機関に提出ください。 

※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

先の通帳等」を下記まで持参し、請求してください。（期間が過ぎた場

合、助成対象にならないことがあります） 

※インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンとの接種間隔に制限は

ありませんが、接種する医師の判断により間隔を開ける可能性がありま

す。その場合は、医師の判断に従い間隔を空けて接種ください。 

■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・オンライン(ＺＯＯＭ)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。相談は無料です。 

【免疫系疾患】 

◇日時 １２月８日（木）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 山本翔太郎 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５日（月）までに下記あて申し込む。 

【骨・関節系疾患】 

◇日時 １２月１７日（土）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 自治医科大学附属病院整形外科医師 井上泰一 氏 

◇主な疾患 後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症、特発性大腿骨頭壊死症、

骨形成不全症、広範脊柱管狭窄症、強直性脊椎炎、ビタミン

Ｄ抵抗性くる病／骨軟化症 

◇申込 １２月１４日（水）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 

 

南那須地区地域住民公開講座 

第９回「介護予防大会」 
 「介護予防大会」が３年ぶりに開催されます。ぜひ、お越しください。 

◇日時 １２月２２日（木）午後１時３０分～３時３０分 

    受付：午後１時～ 

◇場所 烏山公民館２階研修室（中央２－１３－８） 

◇内容 ・寸劇「がんばらないで 認知症介護」 

     出演：栃木県消費者リーダー連絡協議会那須烏山支部 

    ・講演会「もしもの時の介護～仕事の両立～」 

     講師：介護者メンタルケア協会代表 橋中今日子 氏 

◇対象 どなたでも 先着１５０名（粗品あり） 

◇費用 無料 

◇申込 １２月１６日（金）までに電話で下記あて申し込む。 

◇主催 南那須医師会・那須烏山市・那珂川町 

■問合 南那須医師会在宅医療介護連携推進室 

    ☎０２８７－８２－２４７２（午前９時～正午） 
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■子育て支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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 １２月２０日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年４月、８月生まれの乳児 

【１歳６か月児健診】 

◇日時 １２月１９日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年５月生まれの幼児 

【２歳児相談】 

◇日時 １２月２３日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年１１月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 

◇日時 １２月１９日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年５月生まれの幼児 

【３歳児健診】 

◇日時 １２月２３日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年１１月生まれの幼児 

【５歳児相談】 

◇日時 １２月２０日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２９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 

 

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 １２月１４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 １２月９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 

 

産後サポート事業「おひさま」 
◇日時 １２月１４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８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） 

◇定員 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 １２月７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 

 

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 

◇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 

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 手遊び：糸巻のうた、親子体操：バナナくん体操、遊び：週替わり 

    ７日：大きな布で遊ぼう、１４日：クリスマス飾り（クリスマス

ケーキ）を作ろう、２１日：雪合戦ごっこで遊ぼう 

◇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。 

【音を鳴らして遊ぼう】 

◇日時 １２月１６日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 季節の歌遊び、楽器遊び 

◇講師 ピアノ講師・音楽療法士 黒須千鶴 氏 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 １２月１４日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【野菜スタンプを作ろう】 

◇日時 １２月１３日（火）午前１０時～１０時３０分 

◇内容 野菜を使ったスタンプ遊び、プチ講話（野菜のお話） 

◇講師 こども課管理栄養士 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 １２月１０日（土）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・年末年始（１２月２８日～１月４

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５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 

 

ひまわりきっず「閉講式・お楽しみ会」 
 家庭教育オピニオンリーダーによる子育て支援事業です。 

◇日時 １２月１４日（水）午前１０時～１１時 受付：午前９時４５分～ 

◇場所 烏山公民館１０４会議室（中央２－１３－８） 

◇内容 閉講式・お楽しみ会（サンタさんと遊ぼう） 

◇対象 市内在住の２歳以上の幼児と保護者 先着６組 

◇費用 １組１００円（保険料等） 

◇持物 飲物 

◇申込 １２月７日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※こども館は、月曜日は休館です。 

■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 １２月１日（木）～２８日（水） 

◇内容 ・１２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。 

     １２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：１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 １２月１日（木）～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。 

     （それぞれ所有時間１５分）材料の持ち帰りもできます。 

【子育て相談】 

◇日時 １２月１３日（火）午前９時～午後４時 

【子育て講座】 

◇日時 １２月１５日（木）午前１０時～１０時３０分 

◇内容 おうちでもできる親子ふれあいあそびと手遊び 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 １２月８日（木）までに電話で下記あて申し込む。 

【サンタさんからプレゼントをもらおう】 

◇日時 １２月２２日（木）１部：午前１０時～１０時２０分 

             ２部：午前１０時４０分～１１時 

◇内容 パネルシアター等 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 各３組 

◇申込 １２月１５日（木）までに電話で下記あて申し込む。 

※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 
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認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 

未就園児ひよこ教室 
◇日時 １２月１５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（費用無料） 

◇持物 親子とも上履き 

◇申込 １２月８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 

 

みらＫａｚｅクラブ活動日（保育園開放） 
◇日時 １回目：１２月１１日（日）午前９時～正午、午後２時～４時 

    ２回目：１２月２５日（日）午前９時～正午、午後２時～４時 

◇場所 みらいのＫａｚｅ保育園 

◇内容 ・みらいのＫａｚｅ保育園ってこんなところ 

    ・お茶会～みんなで楽しくおしゃべりタイム～ 

◇対象 保育園に興味のある人（費用無料） 

※まだ子どもはいないけど、これからを考えてという人も歓迎します。 

◇申込 開催日の３日前までに電話で下記あて申し込む。 

※受付日時は、月～土曜日の午前９時～午後４時です。 

■問合 みらいのＫａｚｅ保育園 ☎０２８７－８２－７３７６ 

 

■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、

有用な人材育成および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５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本市居住 

      ・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（木）～令和５年１月２０日（金）に応募要項（下

記窓口、市役所烏山庁舎正面玄関ロビー、市内中学校および

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５年１月２０日（金）必着です。（土・日曜日、

祝日および年末年始は除く） 

◇選考結果 ２月下旬までに本人あて通知します。 

※詳細は応募要項をご確認ください。応募要項は、市ホームページからも

取得できます。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

    〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

 

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

 

運動施設利用停止・トイレの冬季閉鎖 
 １２月２８日（水）～令和５年１月４日（水）は、全ての運動施設の利

用を停止します。なお、施設管理のため、緑地運動公園野球場は令和５年

２月２８日（火）まで、烏山運動公園テニスクレイコートは令和５年３月

３１日（金）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１２日（月）～令和５年３月３１日（金） 

◇閉鎖箇所 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 

ジオパーク構想教室 

「化石発掘隊 クリーニングと同定③」参加者募集 
◇日時 １２月１７日（土）午前９時３０分～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

◇内容 採取した化石のクリーニングと名前調べ 

◇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 

◇持物 過去の化石発掘隊で採った化石 

※過去の化石発掘隊で化石を取っていない人や初めて参加する人は化石

の持参は不要です。 

◇申込 １２月１日（木）～１４日（水）の午前８時３０分～午後５時に

電話等で下記あて申し込む。 

※当日に参加をキャンセルする場合は連絡不要です。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 
 

■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「なすからサロン」参加者募集 
 「歴史」「自然地理」「民俗・伝承文学」「古典文学・哲学」「音楽」「文

化財巡り」の６つのコースに分かれて、専門的知識を深める講座です。 

◇１２月の内容 

日時 場所 内容・講師 

１２月１１日（日） 

午前１０時～１１時３０分 

烏山 

公民館 

哲学：ヨーロッパ中世とルネッサンス 

滝口清榮 氏（哲学博士） 

１２月１１日（日） 

午後１時３０分～３時 

音楽：ゴスペル 

トレジャーツリー 

１２月２５日（日） 

午前１０時～１１時３０分 

歴史：水戸光圀公による那須での日本

初めての発掘 

眞保昌弘 氏（国士舘大学教授） 

※１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 各コース５０名程度 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 初めて参加する人は、開催日の前日までにＱＲコードまたは申込

書（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おたのしみ会】 

◇日時 １２月３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 １２月３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 
 

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 １２月１４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 
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■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

消防設備士試験（第２回） 
◇試験日時 令和５年２月１２日（日）午前９時３０分～ 

◇試験種類 甲種（特類、第１類～第５類）、乙種（第１類～第７類） 

◇試験会場 県立宇都宮工業高等学校（宇都宮市雀宮町５２） 

◇受付期間 書面申請：１２月５日（月）～１６日（金） 

◇受験願書等備付場所 ・（一財）消防試験研究センター栃木県支部 

           ・那須烏山消防署、那珂川消防署 

◇受付場所 （一財）消防試験研究センター栃木県支部 

■問合 （一財）消防試験研究センター栃木県支部 

    ☎０２８－６２４－１０２２ 
 

スタンプスタンプセール大抽選会 
 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開催し

ます。本年も昨年と同様に、豪華景品をご用意しました。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１１日（日）午前１０時～正午 

◇場所 那須烏山商工会館前（金井２－５－１１） 

※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 

 

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 １２月１１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 僧侶が語る必殺終活塾～「何とかなるさ」で老後は激やば！～ 

    終活５原則「万が一は明日だと思え」他 

◇講師 真言宗僧侶、１級ファイナンシャルプランナー 高橋泰源 氏 

◇費用 無料 

■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 

 

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

 

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７日・２１日 午前９時～正午 

◇場所 ・７日：烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

    ・２１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 

【もの忘れ相談】 

◇日時 １２月９日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇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５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 

 

不動産無料相談会 
◇日時 １２月６日（火）午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 烏山庁舎市民室 

◇内容 相談員による不動産相談 先着３名 

◇申込 予約制です。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 

弁護士による市民法律相談 
◇日時 １２月１５日（木）午後１時３０分～４時 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 相続、離婚、ＤＶ、交通事故、不動産等の問題 

※相談時間は１人あたり約２０分です。 

◇対象 市内在住者（費用無料） 

◇申込 １２月１日（木）～７日（水）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。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、電話相談となる場合があります。 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

    社会福祉協議会（あすてらす） ☎０２８７－８８－７５５１ 

 

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

 

１２月上半期の行事予定 
 
日 曜日 行事予定 

１ 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 

２ 金   

３ 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 

４ 日 
那須烏山マラソン大会 
【休日当番医】烏山台病院 

大桶運動公園 
☎0287-82-2739 

５ 月 南那須図書館特別休館（～12/9）  

６ 火 ママサロン「自力整体」（要予約）受付 9：40～10：00 保健福祉センター 

７ 水 
心配ごと相談 
ぴよぴよ広場10：00～10：45 

烏山公民館 
こども館 

８ 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 

９ 金 もの忘れ相談 保健福祉センター 

１０ 土 特定健診・がん検診（完全予約制） 保健福祉センター 

１１ 日 
年末の交通安全県民総ぐるみ運動（～12/31） 
【休日当番医】佐藤医院（那珂川町） 

 
☎0287-96-2841 

１２ 月   

１３ 火 野菜スタンプを作ろう 10：00～10：30 こども館 

１４ 水 

こども食生活相談（要予約）9：00～正午 
産後サポート事業「おひさま」（要予約）受付 9：40～10：00 
ひわまわりきっず閉講式受付 9：45～ 
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 
烏山公民館 
こども館 
南那須図書館 

１５ 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 

※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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