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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 

１・２回目接種が終了します 
 市で実施する１・２回目接種は、ワクチンの有効期限を迎えるため１月

で終了となります。１・２回目接種を希望する人は下記あてご相談くださ

い。接種日は次の通りです。 

◇使用するワクチン ファイザー社製ワクチン（従来株） 

◇日時 １回目接種：１月７日（土）午前１０時 

    ２回目接種：１月２８日（土）午前１０時 

※１月７日は、２回目接種の人も接種できます。 

※１月以降に１・２回目接種をした人は、３月までに３か月の接種間隔を

確保できないため、オミクロン株対応ワクチンの接種はできません。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室  

    ☎０２８７－８２－７５３５（平日の午前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） 

 

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） 
 オミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種（３回目以降の接種）は、

３月まで実施する予定です。 

※接種回数に関わらず、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。 

◇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

は下記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、下記窓口で

発行申請が必要です。 

※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（平日の午前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） 

 

■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 

■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

旨をお知らせします。（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） 

    市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０ 

 

■駐輪場 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

放置自転車の引き取り期限 
 令和４年１２月１９日（月）に、ＪＲ烏山線各駅前駐輪場の環境美化の

ため、放置されていると思われる自転車を撤去しました。撤去された自転

車の所有者で、引き取りを希望する人は、２月２８日（火）の午後５時ま

でに下記あて必ずご連絡ください。 

なお、引き取り期限以降は適宜処分しますので、ご理解ください。 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１月１日 Ｎｏ．４１５ 

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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■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

電力需給ひっ迫に対する節電・省エネのお願い 
 今冬の電力需給ひっ迫への対策として、政府は全国を対象とする節電・

省エネの協力要請を行いました。下記の取り組み内容を参考に、無理のな

い範囲での節電・省エネの取り組みにご協力ください。 

区分 取組内容 

暖房機器 

・エアコンやファンヒーターの頻繁なオンオフを行わな
いようにしましょう。暖房効果が低くなるうえ、消費
電力が増加する場合があります。 

・暖房で暖められた室内の熱は、主に窓から逃げていき
ます。厚手のカーテンを床まで届くように設置する等、
窓から熱を逃さないように工夫してみましょう。 

・ひざ掛けを使う、厚着をする等のウォームビズを実践
してみましょう。 

お湯 
・お湯を出しっぱなしにしないようにしましょう。 
・お風呂のお湯の追いだきをしないように、家族で間隔
をあけずに入浴してみましょう。 

テレビ 

パソコン 

・使用していない時はこまめに電源を切ったり、スリー
プ状態にしたりしましょう。画面の明るさ設定が明る
すぎないか確認し、部屋の明るさに合わせることも省
エネの取り組みになります。 

冷蔵庫 
・冷蔵庫の温度設定を変えることで、省エネ効果が得ら
れます。暑い時期は「強」の設定でも、冬は「中」や
「弱」の設定に見直してみましょう。 

トイレ 
・放熱防止のため、暖房便座のフタを閉めることや、節
電モードにする等、使い方を見直してみましょう。 

◇関連ウェブサイト 

省エネポータルサイト 

「無理のない省エネ節約」 

（資源エネルギー庁） 

スマートライフ 

おすすめＢＯＯＫ 

（一財 家電製品協会） 

 

 

 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

■市営住宅 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市営住宅入居者募集 
◇募集住宅 

 神長住宅２０４号室・４０２号室 ２戸（神長７５２－１）   

 間取り：和室２室、台所、浴室（浴槽なし）、押入れ、水洗トイレ 

 家賃：月額５，２００円～７，８００円 

◇入居資格 ※最短の場合、２月中旬に入居が可能です。 

 ・市内在住または在勤で同居する親族がいる人 

  （６０歳以上または身体障がい者は単身入居できる場合あり） 

 ・収入が基準額以下で現に住宅に困窮している人 

 ・入居者および同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第６号」に規定する「暴力団員」でない人 

 ・原則、市内在住者の連帯保証人がいること 

◇敷金 決定家賃の３か月分  

◇申込 １月４日（水）～１７日（火）に下記あて申し込む。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

■上下水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

水道料金（基本料金）の減免を延長します 
 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に実施した令和４年１０月・１２月検針分の水道料

金（基本料金）の減免を令和５年２月検針分まで延長します。詳細は１２

月１日発行の広報お知らせ版や市ホームページで確認してください。  

※減免のための手続きは不要です。 

■問合 上下水道課業務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

水道の冬支度を忘れずに 
 厳冬期を迎え、給水管の凍結による破裂および漏水事故が多くなります。

給水管や蛇口の凍結防止のため、保温材の取り付けや給水管内の水抜き等、

有効な対策に努めましょう。 

 なお、漏水事故が発生した場合は、市の指定を受けた給水装置工事事業

者に修繕を依頼する等、適切な維持管理をお願いします。 

 また、積雪により水道メーターボックスが見つからず、水道検針が困難

になる場合があります。積雪の際は、ボックス付近を除雪する等、水道メ

ーター検針に支障が生じることのないよう、適切な管理をお願いします。 

 給水装置（市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこ

れに直結する給水用具）は皆さんの所有物です。日頃から適切な維持管理

をお願いします。 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

上下水道課水道検針員の募集 
◇任用期間 ４月１日～ ※ただし、事前説明会が３月末にあります。 

◇募集内容 

募集人員 ２名 

業務内容 水道メーターの検針業務 

勤務時間 
偶数月の１日～１０日のうち検針業務完了まで 

※担当地区により必要な時間が異なります。 

検針地区 

烏山地区：約３００件 

南那須地区：約３６０件 

※時期により件数は前後します。 

賃金 １件あたり９０円 ※交通費込み・損害保険加入あり 

応募要件 簡単な機械操作（検針端末の操作）ができる人 

◇採用面接 随時 ※詳細は応募者に通知します。 

◇応募方法 １月３１日（火）までに履歴書（写真貼付）に必要事項等を

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。（１月

３日までを除く）郵送の場合は、１月３１日（火）必着です。 

※応募状況により募集は早期に終了する場合があります。詳細は下記あて

お問い合わせください。 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

    〒３２１－０６２２ 城東１８－３ 

 

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

 

観光プロモーション動画を公開中です 
 市では、市内の観光地を魅力的に紹介するため、オリジナルの観光ＰＲ

動画を制作しました。春編・夏編・秋編・総集編を市の公式観光ＹｏｕＴ

ｕｂｅチャンネル（なすからチャンネル）で公開していますので、ＱＲコ

ードからチャンネル登録のうえ、ご覧ください。 

 また、市内の飲食店や宿泊施設等で動画を放映して 

いただける事業者を募集しています。ご協力いただける 

事業者は、下記あてご連絡ください。 

■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

第２回 高校生の保護者のための合同企業説明会 
 高校生とその保護者を対象に、県が主催する合同企業説明会を開催しま

す。将来の就職先を見据え、県内企業に対する理解を深めることができる

この機会に参加してみませんか。 

◇日時 ２月４日（土）午後１時～３時３０分 受付：正午～ 

◇場所 宇都宮駅東口交流拠点施設「ライトキューブ宇都宮」１階大ホール 

    （宇都宮市宮みらい１－２０） 

◇対象 高校１・２年生の生徒とその保護者、教職員等 先着１００名 

◇参加企業 ３０社程度 

◇申込 下記あてメールで申し込む。 

※詳細はとちまるカフェのホームページ（https://we-tochigi.sakura.n

e.jp/）をご確認ください。 

■問合 （株）ワークエントリー ☎０２８－６１２－８６４３ 

    Ｅメール：info@we-tochigi.sakura.ne.jp 
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■確定申告 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

氏家税務署における確定申告 
 確定申告書は、自宅からパソコンやスマートフォンで国税庁ホームペー

ジの「確定申告書等作成コーナー」から作成・送信ができます。 

 マイナンバーカードを使用してマイナポータルと連携すれば、医療費や

ふるさと納税等の情報を取得でき、申告書に自動入力することができます。 

マイナンバーカードとマイナンバー読み取り対応のスマートフォンまた

はＩＣカードリーダライタを持っている人は、作成した申告書を「ｅ－Ｔ

ａｘ」を利用して提出できます。また、令和４年分確定申告の相談および

申告書の受け付けは、２月１６日（木）～３月１５日（水）です。還付申

告については、２月１５日（水）以前でも提出できます。 

※税務署の閉庁日（土・日曜日および祝日等）は、税務署では相談および

申告書の受け付けは行っていません。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

■健康 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和５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６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。 

■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（はたちのお祝い） 
 ピロリ菌の有無を確認できます。健康のためにも検査を受けましょう。 

◇対象 平成１４年４月２日～平成１５年４月１日生まれ 

※令和４年６月１５日時点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、

本市のはたちを祝う会に参加の意思がある人で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１３日（金） 

◇実施期間 ２月２８日（火）まで（医療機関の診療日に限ります） 

※申込期限や実施期間を過ぎた場合は助成の対象となりませんので、お早

めに申し込みください。 

◇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 

烏山台病院 滝田１８６８－１８ ０２８７－８２－２７３９ 

佐野医院 中央２－１１－１７ ０２８７－８４－１６１６ 

山野クリニック 中央２－４－３ ０２８７－８４－３８５０ 

◇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 

阿久津クリニック 金井２－１－６ ０２８７－８３－２０２１ 

塩谷医院 田野倉１８３ ０２８７－８８－２０５５ 

滝田内科医院 金井１－１３－５ ０２８７－８２－２５４４ 

那須南病院 中央３－２－１３ ０２８７－８４－３９１１ 

林田医院 大金２１２－４ ０２８７－８８－２０５６ 

水沼医院 金井１－１４－８ ０２８７－８４－０００１ 

※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 

女性のための健康講座 
 ３月１日～８日は、「女性の健康週間」です。これに併せ、感染症対策

に努めながら女性のための健康講座を開催します。 

 今年度はアロマを使用したハンドリラクゼーションと骨盤底筋運動の

２講座を実施します。 

◇日時等 

日時 内容等 

３月４日（土） 

 

受付：午前９時４５分～ 

午前１０時～ 

１１時３０分頃 

内容 アロマ：ハンドリラクゼーション 

講師 
ＡＥＡＪ公認アロマテラピーインスト

ラクター 篠原恵美 氏 

費用 ５００円 

定員 先着１５名 

持物 汚れてもよい服装または着替え、タオル 

注意 

事項 

スイートアーモンドオイル（乳幼児に

も使用できる低刺激のオイル）を使用

します。ナッツアレルギーがある人に

は米を原料としたオイルを用意しま

す。事前にご相談ください。 

３月６日（月） 

 

受付：午前９時４５分～ 

午前１０時～正午頃 

内容 運動：ひめとれ（骨盤底筋運動） 

講師 
ＪＡＴＩ認定スポーツトレーニング指

導者 仁平加代子 氏 

費用 無料 

定員 先着１５名 

持物 

運動しやすい服装、水分、タオル、ス

ポーツタオル（お尻の下に敷きます。

必ずお持ちください） 

※身長１５５ｃｍ以下の人は、バスタ

オルを２～３枚程度持参ください。 

注意 

事項 

妊娠中の人、産後３か月を経過してい

ない人、月経痛がある人、排尿・排便

時等に痛みがある人、肛門疾患や会陰

部の皮膚疾患がある人は、参加をお控

えください。 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇対象 市に住所を有する２０代～５０代の女性 

◇申込 １月４日（水）～２月１７日（金）に電話等で下記あて申し込む。

講座ごとに受け付けます。定員になり次第、締め切ります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

献血（全血）にご協力ください 
 血液の安定的な確保を図るため、献血へのご協力をお願いします。 

◇日時 １月２３日（月）烏山庁舎：午前９時３０分～正午 

            南那須庁舎：午後１時３０分～４時 

◇対象年齢 １６歳～６９歳 

※６５歳以上の人は、献血する人の健康を考え、６０歳から６４歳までの

間に献血経験がある人に限ります。 

※当日、直接会場へお越しください。 

※全血は、４００ｍｌを推進しています。また、２００ｍｌ献血は医療機

関からの要請数に達し次第終了となります。 

※献血基準や献血ができない人の条件は、栃木県赤十字血液センターのホ

ームページ（https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tochigi/index.html）を

ご確認ください。 

※この事業は「なすから健康マイレージ事業」の対象です。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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。 

４００ｍｌまたは成分献血にご協力いただいた対象者には、オリジナル

記念品をプレゼントします。はたちの記念に献血してみませんか？ 

◇期間 １月１日（日・祝）～２月２８日（火） 

◇対象 平成１４年４月２日～平成１５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、

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（https:

//www.bs.jrc.or.jp/ktks/tochigi/index.html）をご確認ください。 

■問合 県薬務課 ☎０２８－６２３－３１１９ 
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■子育て支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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 １月４日（水）～３１日（火） 

◇内容 ・１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。 

     １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：２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。 

【お正月あそび】 

◇期間 １月４日（水）～１９日（木） 

◇内容 簡単なかるた・すごろく・福笑い・絵合わせゲーム等（申込不要） 

【子育て相談】 

◇日時 １月１０日（火）午前９時～午後４時 

【子育て講座】 

◇日時 １月１６日（月）午前１０時～１０時３０分 

◇内容 食育のおはなし 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 １月１０日（火）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 

 

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  

※１月４日（水）を除く。 

◇内容 手遊び：コンコンくしゃんのうた、親子体操：おにのパンツ、遊

び：週替わりで実施 

    １１日：ビニール袋で凧揚げ、１８日：足型スタンプで干支カー

ドを作ろう、２５日：節分の制作（お面と豆入れを作ります） 

◇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。 

【ぽにょぽにょ広場】 

 今月から赤ちゃん親子を対象にした広場を始めます！ 

◇日時 １月１３日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 ゆっくり、のんびり過ごしましょう（寝相アートもできます） 

◇対象 市内在住の乳幼児（２か月～１歳６か月くらい）と保護者 ５組

程度（申込不要） 

【親子でヨガを楽しもう】 

◇日時 １月１７日（火）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 １月１３日（金）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 

 

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５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 

 

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 １月２６日（木）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年５月、９月生まれの乳児 

【１歳児相談】 

◇日時 １月２４日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年１１月、１２月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 

◇日時 １月２４日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年６月生まれの幼児 

【２歳児相談】 

◇日時 １月２７日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年１２月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 

◇日時 １月２５日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年６月生まれの幼児 

【３歳児健診】 

◇日時 １月２７日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年１２月、令和２年１月生まれの幼児 

【５歳児相談】 

◇日時 １月２６日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０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 

 

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２４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 １月１７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 

 

みらＫａｚｅクラブ活動日（保育園開放） 
◇日時 １月８日（日）・２２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 ・みんなで楽しくおしゃべりタイム 

    ・親子で遊ぼう 

※その他、相談がある人もお待ちしています。 

◇対象 どなたでも（費用無料） 

◇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 

 

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

 

外国人との「凧づくり・甘酒」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、凧づ

くりと甘酒の体験を行います。外国人の皆さんも、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 １月２２日（日）午前９時～  

◇場所 集合：烏山公民館 活動場所：田野倉地区 

◇対象 市内在住・在勤の人 先着２０名 

◇費用 小学生以上５００円（未就学児は無料です） 

◇持物 ハサミ、軍手 

◇申込 １月１７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 
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■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」 
 「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。 

◇１月の内容 

日時 場所 内容・講師 

１月８日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

烏山 

公民館 

歴史：古代国家の支配となすの渡来文化 

眞保昌弘 氏（国士舘大学教授） 

１月２２日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

民俗：那須烏山市の文化財（無形文化財） 

常盤祐哉 氏（市生涯学習課職員） 

１月２２日（日） 

午後１時３０分～３時 

自然地理：ジオパークとはなんだろう？ 

柏村勇二 氏（県立博物館名誉学芸員） 

※２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え付

け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 

 

公民館講座「おうち時間を楽しむ珈琲講座」 
 自分の好みの豆でオリジナルブレンドを作ってみませんか。 

◇日時 第１回：２月８日（水）、第２回：２月１５日（水） 

午前１０時～１１時３０分または午後1時３０分～３時 

◇場所 南那須公民館調理室 

◇内容 第１回：コーヒー豆の話と試飲・オリジナルブレンド作り 

    第２回：コーヒーの入れ方とブレンドコーヒーの試飲 

◇講師 珈琲工房みつばちの里 平澤信市 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名 

※午前の部、午後の部各１０名。両日とも参加できる人のみ対象です。 

◇費用 材料代実費２，５００円程度       

◇持物 筆記用具・マスク 

◇申込 １月７日（土）～２１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 

 

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

 

「スキー教室＆雪遊び」参加者募集 
 スノーボードでの参加も受け付けます。雪遊びを楽しみたい人も、ぜひ、

ご参加ください。 

◇日程 ２月４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 先着２０名 

◇費用 参加料３，５００円（バス代・保険料等） 

    別途リフト特別料金：小学生１，６００円、中学生以上２，１００円 

※レンタル料・昼食代は申込時に案内します。 

◇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。 

※小学３年生以下は保護者同伴で申し込みください。 

※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（岡崎） ☎０９０－１５５６－６８３５ 

第１７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１５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Ｉｎｆｏなすからすやま等でお知らせします。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

令和５年度 運動施設の予約 
 令和５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（水）～ 電話、窓口、 

インターネット ５月～令和６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 

 

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

 

第１６回 書画夫婦展 
◇日時 １月４日（水）～３１日（火） 

※図書館休館日（月曜日）を除く。１月３１日（火）は午後４時まで。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 永井秀男 ☎０２８７－８３－２９１２ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おたのしみ会】 

◇日時 １月７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 １月７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に、気兼ねなく図書館を利用していただけ

るよう「あかちゃんタイム」を実施します。 

◇日時 １月１１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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

危険物取扱者試験 
◇試験日時 ３月５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８８０－１） 

          那珂川消防署（那珂川町馬頭２３３７－１） 

◇申込 １月１０日（火）～２０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  

    〒３２０－００３２ 宇都宮市昭和１－２－１６栃木県自治会館 

 

１月の暮らしの保健室「あいさん家」は中止になりました 
 １月９日（月・祝）に開催を予定していた暮らしの保健室は都合により

中止となりました。 

■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 

 

被曝者と被曝２世による対談 

「子どもの頃戦争がありました」 
 被曝者と被曝２世の対談を通して戦時下の子どものこころについて考

える、戦争体験の継承を目的とした平和を願う活動です。 

◇日時 １月２１日（土）午前１１時～ 

◇場所 龍門ふるさと民芸館会議室（滝４１４） 

◇対象 どなたでも（定員２０名） 

◇費用 無料（入場整理券が必要です） 

◇申込 １月５日（木）～６日（金）に下記あて電話で申し込む。 

※申込者に入場整理券を交付します。 

※本対談は特定の思想・信条、宗教、団体、政党とは関係ありません。 

■問合 被曝２世の会ひとり事務局（嶋田貴子） 

    ☎０２８７－８０－０２６０ 

 

■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４日・１８日 午前９時～正午 

◇場所 ・４日：烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

    ・１８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 １月１０日（火）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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

１月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 日 

元日 

市営バス運休 

年末年始休館（～1/3） 

【休日当番医】山野クリニック 

 

 

市立図書館 

☎0287-84-3850 

２ 月 
振替休日 

【休日当番医】高野病院（那珂川町） 

 

☎0287-92-2520 

３ 火 【休日当番医】南那須青木医院 ☎0287-88-6211 

４ 水 
心配ごと相談 

第１６回書画夫婦展（～1/31） 

烏山公民館 

南那須図書館 

５ 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 

６ 金   

７ 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 

８ 日 
はたちを祝う会 

【休日当番医】阿久津クリニック 

凮月カントリークラブ 

☎0287-83-2021 

９ 月 
成人の日 

【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） 

 

☎0287-92-2034 

１０ 火 小・中学校始業式  

１１ 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 

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 

南那須図書館 

１２ 木 

移動出前サロン9：30～13：30 

母親学級（要予約）受付 9：40～10：00 

窓口業務延長（～19:00） 

境公民館 

保健福祉センター 

烏山庁舎・保健福祉センター 

１３ 金   

１４ 土   

１５ 日 
第１７回那須烏山市駅伝競走大会 

【休日当番医】烏山台病院 

 

☎0287-82-2739 

※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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