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だれもが、個性と能力を発揮し、  
　　　　　　　あらゆる分野で活躍できる社会

　市では、平成 13年に県内初の男女共同参画都市宣言をして以来、「男女共同参画
推進条例」の制定、「男女共同参画基本計画」の策定、各イベント・セミナーの実施、
推進団体との連携などあらゆる取組を通じて、男女共同参画を積極的に推進してき
ました。

改めて考える

一人ひとりの豊かな人生

男女共同参画社会ってどんな社会？　何のため？
　→ 性別にとらわれず、一人ひとりが、個性と能力を発揮し、 あらゆる分野で活躍できる社会

仕事、家庭、地域生活を自らの希望に沿った形で、誰もがともに夢や希望を実現できる

職場に活気
〇多様な人材が活躍することにより、生産性が向上します。
〇働き方の多様化、職場環境の整備により個人が能力を最大限に発揮できます。

家庭生活の充実
○お互いに尊重し合い協力し合うことによって
　家族のパートナーシップが強まります。
○仕事と家庭生活の両立により男女がともに
　子育てや教育に参加できます。

地域力の向上
○多様な人々が地域活動やボランティア等に参画
　することによって地域コミュニティが
　活性化します。
○地域を活性化し、子どもたちが
　伸びやかに育つ環境を実現します。

特集 1　 男女共同参画

一人　ひとりの豊かな人生
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性別にとらわれず、社会のあらゆる分野に女性も男性も等しく参画するまち

一人ひとりが自立し、認め合い支え合って、 心豊かにいきいきと暮らせるまち

次代を担う子どもたちに男女平等の教育を推進し、地球環境を守り、平和を愛するまち

男女が共に支え合いながら、家事・育児・介護・地域活動等を分かち合うまち

小山市男女共同参画都市宣言文　抜粋

SDGs（持続可能な開発目標）におけるジェンダー平等の必要性
2015 年 9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」
は、「地球上の誰一人として取り残さない」ことをスローガンに、2030年を期限とした 17ゴール（意欲目標）と
169のターゲット（行動目標）、232の指標で構成された、先進国も途上国も目指すべき国際社会の共通目標です。
その中で、「ジェンダーの視点」を取り込むことは、目標 5「ジェンダー平等を実現しよう」のみならず、SDGs の
全ての目標の実現に不可欠なものとされています。

一人　ひとりの豊かな人生
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市では、仕事と家庭生活を両立することができ、だれもが働きやすい職場環境づくりに
取り組んでいる事業者を「ワーク・ライフ・バランス推進事業者」として認定しています。

認定事業者の
先進的な取組を紹介

「家族招待デー」がある！
　従業員一人ひとりが自社を好きになり、誇りを
持って仕事ができるような様々な取組を行ってい
ます。そして、家族にとっても好きな会社になっ
てもらえるように家族招待デーを実施しています。

男性の育児休業を1年間で2名取得、
女性従業員の育児休業後の復職率は100％。
　人事労務担当者のこまめな声掛けにより、育児をしや
すい雰囲気づくりに成功しています。

３歳以上の子を養育するための
「短時間勤務制度」がある！

　子どもが小学校４年生の学年末になるまで勤務時間を
短縮して働くことができます。
　法令では「３歳まで」と義務付けられていますが、こ
の事業所では子育てをしながら働きやすい環境にするた
めに、このようなルールを定めています。

これまで 64事業者を認定しています。
令和3年度は、新たに 14事業者を内定しました。
6月27日付で以下の事業者を認定します。

● 足利小山信用金庫　　小山営業部　間々田支店　
　 駅東支店　城南支店　城東支店　粟宮支店
● ㈱エス・ティライン
● 関東スチレン㈱
● 北日本ガス㈱
● 光洋建設㈱　
● Sun フーズ㈱
● 三立調査設計㈱
● 損害保険ジャパン㈱　栃木支店　小山支社
● ㈱田村写真館　天使の森　小山ルミナス
● 東京電力パワーグリッド㈱　栃木南支社
● ㈱トチナン
● ㈱ヒタチ設備
● ファイナンシャル・ソリューションズ㈱
● 山さく建工㈱
（50音順）

市では、ワーク・ライフ・バランスを推進
する事業者(令和4年度)を募集します！

小 山 市

推進事業者
認 定 制 度

ワーク･
ライフ･
バランス

ワーク・ライフ・バランスとは？　仕事と生活の調和のことです。「仕事優先」
の働き方を見直し、「仕事も生活も」大切にする社会をめざすことです。

ワーク・ライフ・バランス推進事業者とは？
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毎年6月23日(水)～29日(火)は国の男女共同参画週間です。
令和３年度「男女共同参画週間」のキャッチフレーズは
「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ」です。

男女共同
参画週間
男女共同参画都市宣言20周年を記念して「フェア」を開催します。
日　　時　6月27日(日)13:00 ～ 15:00（予定）
場　　所　 文化センター大ホール
定　　員　400人（コロナ対策のため1席ずつ空けて着席）
予　　約　オンライン申請・メール・FAX・電話にて事前予約制
演　　題　「コロナ禍とジェンダー　私たちはどう生きる」
講 演 者　上野　千鶴子氏  （社会学者）・東京大学名誉教授・
               認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク（WAN）理事長
展 　 示  みんなで作るメッセージツリー、男女共同参画20年のあゆみ

第18回　小山市男女共同参画フェア　～みんなで築こう参画社会～

問 人権・ 男女共同参画課　☎ 22-9296　℻   22-8972
メール　d-jinken@city.oyama.tochigi.jp

自分らしいチャレンジで一歩進め！女子中学生の未来を考える
技術者として活躍する講師の講演と、理工系分野で活躍する女性によるパネルディス
カッション・グループワークで、将来の職業を具体的に思い描き、その進路を見つけ
るセミナーです。
日　　時　8月2日(月)10:00 ～ 12:00
場　　所　市役所6階　大会議室
講　　師　 行木 陽子氏（日本アイ・ビー・エム株式会社 ソフトウェア事業 技術理事 ）　
対　　象　 小山市内在住の中学1年～ 3年生・義務教育学校7～ 9年生の女子生徒

　30人程度　※保護者・教職員の見学も可能
申　　込　オンライン申請・電話・メール・FAX（先着順）

理工系分野を目指す女子中学生のための魅力発見セミナー

0歳児を育てているパパを対象として、育児スキルを向上させるためのワークショップと、
情報共有（パパトーク）を実施します。パパも育児や家事に積極的に取り組もうという
気持ちを後押しするスキルアップセミナーです。
日　　時　7月10日(土)10:00 ～ 11:40
場　　所　市役所6階　大会議室
内　　容　• 赤ちゃんと触れ合う技術 & 赤ちゃんをかわいく撮影する

 技術習得ワークショップ「プロが教える パパと子のベビー
マッサージ&ベビーフォト講座」
•  パパの育児休業などについてのミニ講話 パパ同士の
グループトーク（パパトーク）　

講　　師　堀内 美佳氏（ベビーマッサージ教室Merry coco代表）
対　　象　 市内在住・在勤のパパと子（0歳3か月～ 12か月程度、

　ママの付き添いもOK）12組程度
申　　込　オンライン申請・電話・メール・FAX（先着順）

小山市のパパの
子育てと家事を

応援する
ガイドブック

配布中

パパの育児スキルアップセミナー 2020 の様子

パパの育児　家事スキルアップセミナー 2021

※各イベントは、一部内容を変更したオンライン開催となる場合があります。
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小山市立体育館がオープンします

7月1日（木）

　小山市立体育館オープンに先行して、6月19日（土）13時～開館記念イベントを開催します。
藤
ふじ
沼
ぬま
亜
あ
衣
い
さん（卓球元日本代表）による卓球クリニックやヨガなどの体験プログラムを実施します。

　6月21日（月）～27日（日）まで体育館無料開放や初めての方に安心してご利用いただくためのトレーニング室
初回講習会などを実施します。開館記念イベントや内覧会等の詳細はホームページでご確認ください。
　開館記念イベントおよび体育館無料開放の申込は 6月1日（火）9時より電話受付となります。
※管理運営は『思川ＰＦＩパートナーズ(株)』が実施します

施設概要
○面積　　1階：5,025.29㎡　2階：1,543.70㎡
○構造　　鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造
○駐車場　212台

施設整備
○メインアリーナ（バスケットボールコート×2面分）
○観客席　702席（車いす用含む）
○サブアリーナ（バスケットボールコート×1面分）
○トレーニング室、多目的スタジオ、研修室、プレイルーム
　ロッカールーム、シャワー室等

交通アクセス

KDDI

小山思いの森

TBC 学院

新小山市民病院

原の内公園

ガソリンスタンド

コンビニ

ひととのや
カントリー倶楽部

小
山
警
察
署

小
山
消
防
署

小山市立体育館

N

○小山市大字塚崎 1408-1
（新小山市民病院南側）

メインアリーナ

トレーニング室

　 小山市立体育館　 特集 3

市立体育館に関するお問い合わせ　☎ 28‒1250

市立体育館
ホームページ

河川の増水状況
「川の防災情報」

台風・大雨（洪水）に備えて台風・大雨（洪水）に備えて
6月から10月は台風・大雨（洪水）警戒期間です

問危機管理課　☎22-9869気象情報
「気象庁」のホームページ

準備編

台風接近編

側溝や排水溝の清掃
屋根や塀、壁の補強

最新の気象情報を確認

家庭用非常時備蓄品を備える
避難経路を考える

雨戸を閉めたり窓にテープを張る
浴槽に水を張るなどして
生活用水の確保

自治会や自主防災組織の活用

○　河川の増水は短時間で発生することがあるため、避難が遅れると命にかかわります。特に高齢者や子どものいる家
庭は、早い段階から避難することが重要です。

○　河川の洪水の発生が予想される場合および洪水が発生した場合、国土交通省から河川の情報が、緊急地震速報と同
じように「緊急速報メール」を活用してプッシュ型配信されます。情報に注意して、早めに避難するようにしましょう。

※「プッシュ型配信」とは、受信者が要求しなくても発信者側から情報が配信される仕組みです

災害時の情報取得方法
●防災行政無線「防災行政無線テレフォンサービス」  ☎0180-992-031
●小山コミュニティFM「おーラジ」 77.5MHz
小山市安全安心情報メール、市のホームページ、防災行政無線、小山コミュニティFM「おーラジ」など、P23でもご紹介しています。ぜひご活用ください。

●小山市安全安心情報メール

特集 2　 台風に備えて 　

広報おやま　2021.66
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１．小山市指定文化財　小山御殿絵図
　小山御殿は江戸時代前期、現在の御殿広場にあった施
設で、日光社

しゃ

参
さん

の往復路において将軍の休憩施設として
使用されました。元

げ ん な

和八年（1622）、二代将軍秀
ひで

忠
ただ

の
日光社参のおりに小山評

ひょう

定
じょう

の吉例にならって造られた
といわれ、秀忠や三代将軍家

いえみつ

光がここで休息して昼食を
とり、四代将軍家

いえ

綱
つな

は大
だ い な ご ん

納言時代に宿泊もしています。
　絵図によれば御殿は竪

たて

35間（約64ｍ）・横55間（約
100ｍ）で、日光街道の西側に、思川の崖を背にして建
てられていました。将軍が休息する「御殿」の間のほか、
玄関、台所、広間、御

ご も ん

門、御
おな り も ん

成門、番
ばんしょ

所などの配置が記さ
れています。また、堀や土

ど る い

塁をめぐらし、15ヶ所の番所
があるなど、厳重な配置となっていることが分かります。

２．古河城二之丸御殿絵図
　古河城の二之丸御殿は、通常古河藩主の居所として使わ
れた施設ですが、将軍社参の際には岩槻城・宇都宮城とと
もに将軍の宿所とされました。写真の絵図は、文

ぶんせい

政八年
（1825）の実施が計画された十一代将軍家

いえ

斉
なり

の日光社参に
おいて、将軍御

ご ざ し ょ

座所の増築計画や、家臣らの部屋割りを書
き込んだものです。古河藩の大

おおじょうや

庄屋（村をこえた広い地域
におかれた地

じ か た

方役人）を務めた田
た な み

波家に残されました。
　社参の二年前にあたる文政六年から絵図作成がはじま
り、老中水

み ず の

野出
で わ の か み

羽守忠
ただあきら

成が見分に来た際の導線が朱書き・
墨書きされています。増築予定の部屋も朱書きされ、社
参時の部屋割りが付箋に書き込まれて貼り付けられてい
ます。
　将軍の宿所「御

ご ざ し ょ

座所」や将軍用の「湯
ゆ ど の

殿」・「用
よ う ば

場（便
所）」などは新築される予定で、御座所を囲むように配

された中央部に老
ろうじゅう

中・若
わかどしより

年寄や側
そばようにん

用人、各奉行、目
め つ け

付、
小
こしょう

姓、右
ゆうひつ

筆などの部屋が、その外側に御
お か ち

徒や御
ごし ょ い ん ば ん

書院番、
御
お こ び と

小人部屋等が割り振られています。
　こうして準備が進められた家斉の社参でしたが、実施
の前年、文政七年十月になって延期が発表されています。
延期の理由は水害のためとされます。実際この年諸国
で水害が発生、特に同年八月の洪水では古河の被害が
大きく、この絵図の古河城二之丸も床上浸水しています。
社参準備は台無しになったのでしょう。これをうけ日
光までの道途が検視され、延期の判断がなされたのです。
なおこの時は延期と発表されましたが、翌年の社参も立
ち消えとなりました。

３．両絵図の共通点
　さて、２つの絵図を見比べると、古河城二之丸御殿
絵図の将軍御座所周辺の中心部分が、将軍の導線を含め、
小山御殿と似た造りになっていることに気づきます。こ
れは、将軍の御座所となる両御殿は江戸城本丸御殿の機
能を模して造作されているからです。これにより小山御
殿は将軍の昼食場として適し、将軍家世

せ し

子の宿泊所とし
ても使うことができる施設となりました。
　なお古河城二之丸御殿の絵図はそれ自体希少なもの
で、このような将軍の宿所を明示する図が市内の大庄屋
に残されたということはとても興味深いことです。
　現在市立博物館では、6月20日（日）まで企画展「日
光山と小山」を開催しています。今回ご紹介した2点
の絵図も展示しておりますので、ぜひご来館いただき、
本物をご覧ください。

小山市立博物館学芸員　尾上仁美

シリーズ

小山の歴史

№ 204

小
おやま

山御
ごて ん

殿絵
え ず

図

二つの御
ご

殿
て ん

絵図
　今回は、江戸時代の小山にかかわる絵図２点を紹介します。いずれも市内に残
されたもので、将軍家による日光社

しゃ

参
さん

の際に休泊施設として使用される「御殿」
の絵図です。

古
こ が

河城
じょう

二
に の ま る

之丸御
ごて ん

殿絵
え ず

図（部分）　※いずれも個人蔵・小山市立博物館寄託



　小山駅、間々田駅の改札前にデジタルサイネージ
が設置されました！駅を利用される小山市内外の皆
さまに小山市の情報や山ほどある小さな自慢を発信
していきます！ご注目ください！
・ 上映時間 6：00～ 22：00
・ 設置場所 小山駅改札前
 間々田駅改札前

◆小さな自慢を山ほど発信していきます

駅改札前にデジタルサイネージを設置

　小山駅西口徒歩 3分の場所に、学生も社会人も
利用ができるコワーキングスペース「SEKEN」が
オープンしました。勉強や仕事だけでなく、イベン
トや交流ができるスペースとして人やまちをつなぐ
施設です。二地域居住の拠点や移住相談窓口とし
てもご利用ください。

◆駅西口近くに 5月オープン！！

コワーキングスペース「SEKEN」
◆4月 18日㈰思川リバーサイドマルシェ

思川にピクニックマルシェがやってきた！
　御殿広場ピクニックマルシェ実行委員会主催のマ
ルシェが思川観晃橋南側アプローチ広場で開催され
ました。思川河川敷近くの開放的な空間を活用して、
春の日差しの中、のんびりと過ごしたりコーヒーや
ご飯を味わったりと、それぞれの楽しみ方を見つけ
て満喫していました。9月までの毎月第 3日曜日
にも開催予定なので、お出かけしてみてはいかがで
しょうか。

　コロナ禍においても感染拡大に留意しながら個人
が楽しめる観光案内動画が完成しました。
　日光街道のウォーキングルートを市職員が実際に
歩き、小山市内の関連スポットを動画でまとめてい
ますので、ぜひご視聴ください！

撮影スポット
乙女河岸、車屋美術館、逢いの榎、間々田ひも
店、間々田八幡宮、安房神社、持宝寺、須賀神社、
まちの駅 思季彩館、興法寺、天翁院、喜沢の
追分、新田宿本陣跡、橿原神社

◆日光街道ガイドムービーの完成

歩いてみっかな日光街道 ―栃木県小山市編―

YouTube
小山市公式
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問健康増進課　☎ 22-9520

問高齢生きがい課　☎ 22-9616

熱中症を予防しよう！

熱中症予防声掛け出陣式 2020

高齢者サポートセンターが移転しました！

　5月 31日（月）より小山地区にある高齢者サポートセンター「小山総合」と「小山」の場所および担当地区が、
下記のとおり変更となりました。

施設名 場所・電話番号 担当地区

高齢者サポートセンター
小山

健康医療介護総合支援センター内
☎ 31-0211／ FAX 31-0212

神鳥谷・外城・駅南町・三峯・
神山・東城南・西城南

高齢者サポートセンター
小山総合

中央市民会館１階
☎ 22-3061／ FAX 22-3062 上記以外の小山地区

高齢者サポートセンター
大谷

犬塚2丁目8番地12
☎ 30-2421／ FAX 30-2422 大谷地区

高齢者サポートセンター
間々田

しらさぎ館内１階
☎ 41-2071／ FAX 41-2072 間々田・寒川・生井地区

高齢者サポートセンター
美田

豊田公民館内
☎ 32-1881／ FAX 32-1882 豊田・穂積・中地区

高齢者サポートセンター
桑絹

マルベリー館内１階
☎ 30-0921／ FAX 30-0922 桑・絹地区

 ◆ 高齢者サポートセンターとは？ ◆ 
　高齢者のみなさまが住み慣れた地域で、いつまでも安心して生活できるよう、「主任ケアマネジャー」「社会福祉士」
「保健師」または「看護師」が高齢者の生活全般に関すること、介護予防に関すること、介護保険に関することなど、
幅広い相談に応じています。
　お電話いただければ、ご自宅への訪問も可能です。
　また、高齢者サポートセンターに配置されている「生活支援コーディネーター」が地域での見守りや生活支援の仕
組みづくりをお手伝いしています。

　熱中症発生状況　　
　熱中症は梅雨明け以降、暑い日が続く８月に急増しています。本格的な夏を迎える前から気を付けましょう。
また、令和２年度の搬送者のうち40.9％は「住居」で熱中症を発症しています。
　要注意　
　マスクをつけていると、体内に熱がこもりやすく、のどの渇きも感じにくく
なり、知らないうちに脱水が進んで熱中症になる危険があります。周囲との距
離を十分にとり、適宜マスクをはずしましょう。
　予防法　
●エアコンを上手に使いましょう。
●こまめに水分を補給しましょう。
●気象情報、暑さ指数を活用しましょう。

熱中症とは、汗をかくなどして、身体から水分や塩分が減り、熱がこもる症状です。
これから、気温が高くなるにつれて熱中症になる人が増えてきます。小山市消防署管内で令和２年度93人の救急搬送が
あり、うち65歳以上の高齢者が57.0％、18歳未満の子どもは8.6％を占めています（小山市消防本部データより）。元
気に生活できるように熱中症を予防しましょう。

熱中症や災害等の情報をお知らせする 
小山市安全安心情報メール 
登録はこちらから 
熱中症情報⇒「お知らせ」 
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子育て世帯向け
情報

　　　　　 　もぐもぐひろば　 　　　　
日　時　7月2日(金)
　　　　① 9:30 ～ 10:30 ②10:45 ～ 11:45
内　容　離乳食豆知識、フリートーク
場　所　市役所新庁舎3階保健センター検診室
定　員　各回5組
対　象　離乳食中の児とその保護者
持ち物　母子健康手帳、バスタオル、くつ袋、
　　　　スリッパ
申　込　 6月2日(水)から電話☎22-9525

問 健康増進課

　　　　　乳幼児健康相談　　
期　日　7月19日㈪
計測のみの方
　①9:00 ～②9:30 ～③10:00 ～④10:30 ～
相談ありの方
　①9:00 ～②9:30 ～③10:00 ～④10:30 ～
場　所　市役所新庁舎3階保健センター検診室
定　員　計測のみの方 50人
　　　　相談ありの方 25人
対　象　未就学児とその保護者
持ち物　母子健康手帳、バスタオル、くつ袋、
　　　　スリッパ
申込み　6月18日(金)13:00 ～☎22-9525

竹
たけ
澤
ざわ
 陽
はる
優
まさ
ちゃん（千駄

塚）

高
たか はし
橋 ルイちゃん（雨ケ谷）

◆対象　市内在住の未就学児
◆応募者資格　父母、祖父母等
◆応募方法　下記①～③のいずれかの方法で、
必要事項および写真を提出してください。
　①下記二次元コードを読み
　　込み、アクセス。
　②メール：d-promotion@city.oyama.tochigi.jp
　③郵送先：〒323ｰ8686（住所不要）小山市役所
　　シティプロモーション課「すくすく写真館」 係
◆必要事項
　1．応募者の氏名
　2．お子さんの氏名・フリガナ
　3．お子さんとの続柄
　4．住所　　
　5．電話番号
　6．メールアドレス
　　  ※応募フォームの場合のみ必要
※必要事項に不備がある場合、掲載できない
　ことがあります。掲載は1人1回。受付順に
　掲載します
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熱中症を予防しよう！

熱中症予防声掛け出陣式 2020

高齢者サポートセンターが移転しました！

　5月 31日（月）より小山地区にある高齢者サポートセンター「小山総合」と「小山」の場所および担当地区が、
下記のとおり変更となりました。

施設名 場所・電話番号 担当地区

高齢者サポートセンター
小山

健康医療介護総合支援センター内
☎ 31-0211／ FAX 31-0212

神鳥谷・外城・駅南町・三峯・
神山・東城南・西城南

高齢者サポートセンター
小山総合

中央市民会館１階
☎ 22-3061／ FAX 22-3062 上記以外の小山地区

高齢者サポートセンター
大谷

犬塚2丁目8番地12
☎ 30-2421／ FAX 30-2422 大谷地区

高齢者サポートセンター
間々田

しらさぎ館内１階
☎ 41-2071／ FAX 41-2072 間々田・寒川・生井地区

高齢者サポートセンター
美田

豊田公民館内
☎ 32-1881／ FAX 32-1882 豊田・穂積・中地区

高齢者サポートセンター
桑絹

マルベリー館内１階
☎ 30-0921／ FAX 30-0922 桑・絹地区

 ◆ 高齢者サポートセンターとは？ ◆ 
　高齢者のみなさまが住み慣れた地域で、いつまでも安心して生活できるよう、「主任ケアマネジャー」「社会福祉士」
「保健師」または「看護師」が高齢者の生活全般に関すること、介護予防に関すること、介護保険に関することなど、
幅広い相談に応じています。
　お電話いただければ、ご自宅への訪問も可能です。
　また、高齢者サポートセンターに配置されている「生活支援コーディネーター」が地域での見守りや生活支援の仕
組みづくりをお手伝いしています。

　熱中症発生状況　　
　熱中症は梅雨明け以降、暑い日が続く８月に急増しています。本格的な夏を迎える前から気を付けましょう。
また、令和２年度の搬送者のうち40.9％は「住居」で熱中症を発症しています。
　要注意　
　マスクをつけていると、体内に熱がこもりやすく、のどの渇きも感じにくく
なり、知らないうちに脱水が進んで熱中症になる危険があります。周囲との距
離を十分にとり、適宜マスクをはずしましょう。
　予防法　
●エアコンを上手に使いましょう。
●こまめに水分を補給しましょう。
●気象情報、暑さ指数を活用しましょう。

熱中症とは、汗をかくなどして、身体から水分や塩分が減り、熱がこもる症状です。
これから、気温が高くなるにつれて熱中症になる人が増えてきます。小山市消防署管内で令和２年度93人の救急搬送が
あり、うち65歳以上の高齢者が57.0％、18歳未満の子どもは8.6％を占めています（小山市消防本部データより）。元
気に生活できるように熱中症を予防しましょう。

熱中症や災害等の情報をお知らせする 
小山市安全安心情報メール 
登録はこちらから 
熱中症情報⇒「お知らせ」 
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プラス

思川の流しびな
～おやまブランド「下野人形」に思いをこめて～

　　
　紙やわらで作られた人形をのせた船を手に思川河
畔に集い、さまざまな願いをお雛さまに託して流し
ます。
日 時　7月 4日（日）
受 付　午前　9時 30分～
開 会　午前10時 00分～
場 　 所　観晃橋下流思川河畔
※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。

いちご一会とちぎ国体

競技別リハーサル大会が開催されます

水　球  6/19（土） ～ 20（日） 温水プール館
空手道  6/26（土） ～ 27（日） 県南体育館
新体操  7/16（金） ～ 17（土） 県南体育館
軟式野球  10/30（土） ～ 31（日） 小山運動公園野球場
ウエイト
リフティング  11/19（金） ～ 23（火） 市立体育館

※無観客で実施される場合があります
※最新情報は小山市国体専用ホームページ、国体公
式 SNSから

元小山市長・名誉市民　船田章氏
ご逝去にともない記帳台を設置します。

　元小山市長・名誉市民、船田章氏（99）
は、さる2月15日、逝去されました。
つつしんでお悔やみ申し上げます。
　氏は、昭和63年に小山市長に初当
選し、平成12年7月まで3期12年

にわたり、小山市の発展のためにご尽力されました。
　なお、昭和20年に正八位を叙され、平成13年
に勲四等瑞宝章を受章、平成16年には、名誉市民
に顕彰されました。
　市では、故人を偲び冥福を祈るため、下記の通り
記帳台を設置いたします。
日 　 時　6月 23日（水）～30日（水）
　　　　　8時 30分～ 17時 15分　※土日除く
場 　 所　本庁舎1階（情報展示コーナー）、豊田出張所
※香料・供物などはつつしんでご辞退申し上げます。
※コロナウイルス感染予防対策のため、筆記用具についてはな
るべくご持参ください。

問観光協会　☎ 30-4772 問国体推進課　☎22-9896

問秘書課　☎22-9303

愛称が『健康の森　さくら』に
決まりました！

　小山市健康医療介護総合支援センター（神鳥谷
2251-7）の愛称が『健康の森　さくら』に決まり
ました。
　『健康の森　さくら』という愛称には「さくらの
木は長生きで人間と同様に成長する木、施設を利用
する地域住民の方が健康で長生きできるよう、また
小山の思川桜のように、きれいで愛される施設」と
いう意味が込められています。
　これからも、地域の皆さまに長く愛される施設を
目指します。

問健康増進課　☎ 22-9523
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小山市中小企業向け融資制度のご案内

●市では、市内中小企業者向けに 5
種類の制度を用意し、低利で融資を
行っています。
・融資を受ける際の諸条件について
は、市ホームページ等でご確認く
ださい。

・融資の相談・申込みは、直接「市
内取扱金融機関」へお願いします。

●融資時に必要となる信用保証料に
ついて、市で補助をしております。
・営業資金および設備資金、創業資
金については、お支払いされた信
用保証料のうち、融資額 1,000
万円までの分を資金完済後に補助
します。

市長から学ぼう！
渡良瀬遊水地講座のご案内

　小・中学生向けのおやま市民大学講座です。
　渡良瀬遊水地のラムサール湿地条約登録にも関
わった、浅野正富市長本人による特別講義です。皆
さまに渡良瀬遊水地の魅力を分かりやすくお話しし
ます。
日 時　7月 4日（日）10時～ 11時
場 所　中央公民館地下1階・視聴覚室
対 象　小学校4年生～中学校3年生
　　　　　（子ども1人につき保護者1人同伴可）
定 員　20人（保護者を含めると40人）
受 講 料　無料
申 込　6 月 1 日（火）～ 11 日（金）
　　　　　インターネットもしくは電話・窓口

問商業観光課　☎22-9275

問生涯学習課　☎22-9665

あなたのイチオシ！おやまブラン認定品
グランプリ  ２０２1

　あなたイチオシの「おやまブランド認定品」はど
れですか？見事グランプリ 1位に輝いた商品に投
票した方の中から抽選で10人にプレゼントが当た
る！
投票期間：5月 1日（土）～6月 30日（水）
投票方法：投票用紙　または　ネット投票
※投票用紙は、道の駅思川、思季彩館、中央図書館
などにあります

問商業観光課　☎ 22-9317

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、中止・延期になる場合があります（5月 13日現在の情報です）

資金名 限度額 返済期間 年利
営業資金 3,000万円

10年以内
（据置１年以内）

  3 年以内　1.4％
  5 年以内　1.6％
  7 年以内　1.9％
10年以内　2.1％
（固定金利）

設備資金 2,000万円
（総経費の80%以内）

創業資金
創業前後各1回
500万円

（設備資金の場合は総経費
の80%以内）

 5年以内
（据置6ヵ月以内）

3年以内　1.4％
 5 年以内　1.6％
（固定金利）

近代化施設資金 5,000万円
（総経費の80%以内） 15年以内

（据置2年以内）

1.6％
（変動金利）

工業振興資金
総事業費の95%、または
1億 5,000万円のいずれ

か少ない額
0.9％

（変動金利）

足利銀行
（小山支店・小山東支店・小山南支店・間々田支店）

足利小山信用金庫
小山営業部・間々田支店・駅東支店・城南支店・城東支店・粟宮支店）

常陽銀行
（小山支店・小山東支店）

栃木銀行
（小山支店・小山東支店・間々田支店）

筑波銀行
（小山支店）

群馬銀行
（小山支店）

栃木信用金庫
（思川支店）

結城信用金庫
（小山城南支店）

融
資
制
度
の
概
要

市
内
取
扱
金
融
機
関

◀市ホームページ
「小山市中小企業向け
融資制度のご案内」
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information ※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止や延期になる場合が
ありますので、お電話等でご確認ください（5月13日現在の情報です）

叙 勲

第36回危険業務従事叙勲

　長年にわたり各界の発展に寄与
された功績が評価され叙勲の栄誉
に輝きました。

瑞宝単光章（警察）

相
そう

馬
ま

賢
けん

二
じ

氏（東黒田）
　1975 年県警に入り、宇都宮
中央署に配属され、小山署地域係
長で退職。

お知らせ

令和3年第1回
　　　小山市議会定例会報告  

問行政総務課　☎ 22‒9313
　市議会定例会が、2月16日（火）
～ 3月 16 日（火）に開催されま
した。議案の詳細につきましては、
議案書が市立図書館にありますの
で、ご覧ください。

令和3年度危険物安全週間 

問消防本部予防課　☎ 39‒6658　
　ガソリン、灯油、塗料、除光液
など、危険物は身近なところで使
われています。火の近くでは使わ
ないなど安全に取扱い、事故を防
ぎましょう。
期 間　6 月 6 日（日）～ 12 日

（土）

ハンセン病を
正しく理解しましょう  

問健康増進課　☎ 22‒9526
　ハンセン病は、主に皮膚と神経
を侵す感染症ですが、感染力が弱
く、非常にうつりにくい病気です。
　現在は治療法が確立されてお
り、早期に発見し適切に治療すれ
ば完治する病気です。
　皆さんで正しい知識を持ちま
しょう。

農業者年金
現況届の提出を忘れずに

問農業委員会事務局　☎22-9242
　現況届は5月末に農業者年金基
金から直接郵送されます。現況届
が提出されない場合、年金の支払
いが差し止められますので必ず提
出してください。
受付日時　
①6月1日（火）～15日（火）8時
30分～15時　　
市内農協各支店
②6月1日（火）～30日（水）8時
30分～17時15分
農業委員会事務局

薬物依存症家族の集い（つどい）  

問県南健康福祉センター
　☎22‒6119

　初めて参加を希望する方は職員
による事前面談があります。
日 時　7月～ 10月　毎月第 1

木曜日　13 時 30 分～
15時

場 所　県庁小山庁舎本館

行政相談委員について

問市民生活安心課　☎ 22‒9282
　令和 3年 4月 1日付けで総務
大臣から次の 4人の方が行政相
談委員に委嘱されました。

・持田　幸廣氏・横塚　清氏
・森　賀世子氏
・津布久　正夫氏
　行政相談委員は、住民の皆さま
から広く行政（役所）に対する苦情
や意見・要望などをお聴きして解
決の促進を図っています。相談開
催日等は【6月の相談】参照

ハナミズキ（自死遺族）の会
の開催

問福祉課　☎ 22-9629
　大切な方を自死により亡くされ
た、その想いをわかちあえる会を
開催します。
日 時　6月15日（火）14時～（偶

数月第3火曜日）
場 所　市役所　大会議室2a
対 象　
親者だけではなく、親しい友人を
亡くした方でも、つらい思いを抱
えた方であれば誰でも参加できま
す。※市外の方も可
申 込　不要。当日会場にお越し

ください。

県立温水プール館の
天井改修工事について

問県立温水プール館　☎22‒4617
　県立温水プール館において令和
3年8月～令和4年6月の期間、
栃木県による特定天井落下防止対
策工事を実施するため、休館とな
ります。

年金額の確認を！

問栃木年金事務所　
☎0282‒22‒4131

問国保年金課　☎22‒9416
　年金を受け取っている方に対
して、令和 3年 6月～令和 4年
4月振込までの年金額振込通知書
が、6月上旬ごろ日本年金機構か
ら発送されます。
　自分の年金額・年金から引かれ
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インフォメーション

ている税金額等を確認してくださ
い。

8020運動表彰事業

問健康増進課　☎22‒9520
健康増進課または直接歯科医院へ
応募資格　80歳以上で自分の歯が
20 本以上ある市内在住の方（過
去の表彰者は不可）
表彰者の選考　
（一社）小山歯科医師会会員の歯科
医院にて歯科検診していただき
（無料）、表彰者を決定します。
歯科検診期間　
6月 1日（火）～8月 10日（火）

もの忘れ相談会の開催

問高齢生きがい課　☎ 22-9853
　もの忘れについて心配があるご
本人やそのご家族を対象に、図書
館で個別相談会を開催します。事
前予約不要。お気軽にお越しくだ
さい。
日 時　6月 11 日（金）10時～

12時
場 所　中央図書館2階第2集会室

ボランティア会員を
　　募集しています！

問博物館　☎ 45-5331
　常設展示解説が主な活動の博物
館ボランティアと天体観望会での
望遠鏡の操作や参加者への対応が
主な活動の天体ボランティアを募
集しています。
申込方法　電話

文化センター・中央公民館
　公式YouTube
　　チャンネル開設！

問文化センター　☎ 22-9552
　イベントや講座の一部をネット
配信しています。

6/1 ～ 6/7は水道週間です

問小山市水道事業　☎ 23-0368
【スローガン】
生活も　ウイルス予防も　蛇口か
ら
水道事業へのご理解とご協力をお
願いします。

助成制度・手当

障がい者（児）の方を
対象とした手当について 

問福祉課　☎ 22‒9624
　障がいのある方や難病の方が申
請することによって受給できる手
当をご紹介します。
※受給要件などは市ホームページ
参照
特別障害者手当 
20 歳以上で、精神や身体に著し
い重度の障がいが重複しており、
日常生活で常時特別な介護を必要
とする方
障害児福祉手当 
20 歳未満で精神または身体に重
度の障がいがあるため、日常生活
で常時介護を必要とする方
重度心身障がい児介護手当
※障害児福祉手当との併給不可
身体 1・2 級または療育手帳
A1・A2 を所持している障がい
児を扶養している保護者の方
難病等福祉手当
栃木県知事から特定医療費（指定
難病）受給者証、一般特定疾患医
療受給者証、小児慢性特定疾病医
療受給者証のいずれかを交付され
ている方

生垣設置費用助成金 

問公園緑地課　☎ 22‒9881
　自宅、事業所等の敷地に生垣を
設置する場合、公衆道路に面して
いる等の要件を満たせば、助成を
受けることができます。詳細は
ホームページ参照。
対 象　市民・市内事業者
その他　生垣を設置する前に要問

合せ

おやまっ子 子育てナビを
ご活用ください

問子育て家庭支援課　☎22‒9604
　イベントや子育てサークル等の
団体情報、各種相談窓口などの子
育て支援情報の提供や、予防接種
時期をメールでお知らせする「予
防接種ナビ」機能（会員制）を備え
た情報サイトです。
料 金　登録料・利用料は無料
申 込　サイト内より会員登録

小山市転入勤労者等
住宅取得支援補助金

問シティプロモーション課
　☎ 22‒9376

　令和 3年 4月 1日以降に住宅
を取得した方から制度が変更にな
りました。
　新制度は東京圏（東京都、埼玉
県、千葉県および神奈川県）から
転入し、転入日前 1年～後 2年
以内に住宅を取得した方が対象に
なります。最大50万円
　旧制度の経過措置は令和 3年
6月30日までに住宅の契約をし、
契約後に転入した方が対象になり
ます。最大110万円
※新制度・旧制度とも各種対象要
件がありますので、詳細はホーム
ページを参照
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お知らせ

令和3年第1回
　　　小山市議会定例会報告  

問行政総務課　☎ 22‒9313
　市議会定例会が、2月16日（火）
～ 3月 16 日（火）に開催されま
した。議案の詳細につきましては、
議案書が市立図書館にありますの
で、ご覧ください。

令和3年度危険物安全週間 

問消防本部予防課　☎ 39‒6658　
　ガソリン、灯油、塗料、除光液
など、危険物は身近なところで使
われています。火の近くでは使わ
ないなど安全に取扱い、事故を防
ぎましょう。
期 間　6 月 6 日（日）～ 12 日

（土）

ハンセン病を
正しく理解しましょう  

問健康増進課　☎ 22‒9526
　ハンセン病は、主に皮膚と神経
を侵す感染症ですが、感染力が弱
く、非常にうつりにくい病気です。
　現在は治療法が確立されてお
り、早期に発見し適切に治療すれ
ば完治する病気です。
　皆さんで正しい知識を持ちま
しょう。

農業者年金
現況届の提出を忘れずに

問農業委員会事務局　☎22-9242
　現況届は5月末に農業者年金基
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が提出されない場合、年金の支払
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問県南健康福祉センター
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の開催

問福祉課　☎ 22-9629
　大切な方を自死により亡くされ
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す。※市外の方も可
申 込　不要。当日会場にお越し

ください。

県立温水プール館の
天井改修工事について

問県立温水プール館　☎22‒4617
　県立温水プール館において令和
3年8月～令和4年6月の期間、
栃木県による特定天井落下防止対
策工事を実施するため、休館とな
ります。

年金額の確認を！

問栃木年金事務所　
☎0282‒22‒4131

問国保年金課　☎22‒9416
　年金を受け取っている方に対
して、令和 3年 6月～令和 4年
4月振込までの年金額振込通知書
が、6月上旬ごろ日本年金機構か
ら発送されます。
　自分の年金額・年金から引かれ
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健康増進課または直接歯科医院へ
応募資格　80歳以上で自分の歯が
20 本以上ある市内在住の方（過
去の表彰者は不可）
表彰者の選考　
（一社）小山歯科医師会会員の歯科
医院にて歯科検診していただき
（無料）、表彰者を決定します。
歯科検診期間　
6月 1日（火）～8月 10日（火）

もの忘れ相談会の開催

問高齢生きがい課　☎ 22-9853
　もの忘れについて心配があるご
本人やそのご家族を対象に、図書
館で個別相談会を開催します。事
前予約不要。お気軽にお越しくだ
さい。
日 時　6月 11 日（金）10時～

12時
場 所　中央図書館2階第2集会室

ボランティア会員を
　　募集しています！

問博物館　☎ 45-5331
　常設展示解説が主な活動の博物
館ボランティアと天体観望会での
望遠鏡の操作や参加者への対応が
主な活動の天体ボランティアを募
集しています。
申込方法　電話

文化センター・中央公民館
　公式YouTube
　　チャンネル開設！

問文化センター　☎ 22-9552
　イベントや講座の一部をネット
配信しています。

6/1 ～ 6/7は水道週間です

問小山市水道事業　☎ 23-0368
【スローガン】
生活も　ウイルス予防も　蛇口か
ら
水道事業へのご理解とご協力をお
願いします。

助成制度・手当

障がい者（児）の方を
対象とした手当について 

問福祉課　☎ 22‒9624
　障がいのある方や難病の方が申
請することによって受給できる手
当をご紹介します。
※受給要件などは市ホームページ
参照
特別障害者手当 
20 歳以上で、精神や身体に著し
い重度の障がいが重複しており、
日常生活で常時特別な介護を必要
とする方
障害児福祉手当 
20 歳未満で精神または身体に重
度の障がいがあるため、日常生活
で常時介護を必要とする方
重度心身障がい児介護手当
※障害児福祉手当との併給不可
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A1・A2 を所持している障がい
児を扶養している保護者の方
難病等福祉手当
栃木県知事から特定医療費（指定
難病）受給者証、一般特定疾患医
療受給者証、小児慢性特定疾病医
療受給者証のいずれかを交付され
ている方

生垣設置費用助成金 

問公園緑地課　☎ 22‒9881
　自宅、事業所等の敷地に生垣を
設置する場合、公衆道路に面して
いる等の要件を満たせば、助成を
受けることができます。詳細は
ホームページ参照。
対 象　市民・市内事業者
その他　生垣を設置する前に要問

合せ

おやまっ子 子育てナビを
ご活用ください

問子育て家庭支援課　☎22‒9604
　イベントや子育てサークル等の
団体情報、各種相談窓口などの子
育て支援情報の提供や、予防接種
時期をメールでお知らせする「予
防接種ナビ」機能（会員制）を備え
た情報サイトです。
料 金　登録料・利用料は無料
申 込　サイト内より会員登録

小山市転入勤労者等
住宅取得支援補助金

問シティプロモーション課
　☎ 22‒9376

　令和 3年 4月 1日以降に住宅
を取得した方から制度が変更にな
りました。
　新制度は東京圏（東京都、埼玉
県、千葉県および神奈川県）から
転入し、転入日前 1年～後 2年
以内に住宅を取得した方が対象に
なります。最大50万円
　旧制度の経過措置は令和 3年
6月30日までに住宅の契約をし、
契約後に転入した方が対象になり
ます。最大110万円
※新制度・旧制度とも各種対象要
件がありますので、詳細はホーム
ページを参照
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令和3年度
　　おやまアグリビジネス
　　　　　　  創出事業の募集 

問農政課　☎ 22‒9254
　小山産の農産物を活用した 6
次産業化や農商工等連携による新
商品・新サービスの開発を支援し
ます。※審査有り
　要件等については要問合せ。
申 込　6月 18日（金）まで

募 集

公園の里親の募集

問公園緑地課　☎ 22‒9881
　市内の公園の近隣にお住まいの
方で、ボランティアとして公園の
清掃・除草等の活動をしていただ
ける方を随時募集します。なお、
新たに公園の里親になるために
は、複数人で「公園愛護里親会」
を結成していただく必要がありま
す。
市からの支援
・助成金の交付（年間7,000円～
21,000円）
・用具類の配布
・市が加入する「市民活動災害補
償保険」の適用
詳細は市ホームページ参照。

令和3年度
消防設備士試験について

問消防試験研究センター栃木県支部
　☎ 028‒624‒1022

試験日 9 月 12日（日）
申請期間　【電子申請】7月2日（金）

～13日（火）
【書面申請】7月5日（月）
～16日（金）

申請先 申請についての詳細は
消防試験研究センター

のホームページ参照。
願書配布場所　
予防課・消防署・分署・分遣所

いつここ就活講座

問とちぎ県南若者サポートステーション　
☎25‒7002

　職業適性検査、職業理解、ビジ
ネスマナー、履歴書面接対策
　詳細はホームページ参照。
日 時　7月6日（火）～9日（金）　

13 時 30 分 ～ 16 時
30分

食生活改善推進員
養成講習会受講者募集

問健康増進課　☎22‒9520
日 程　6 月 18 日（金）、24 日

（木）、7月 13 日（火）、
19日（月）、27日（火）

時 間　10時～ 14時
場 所　市役所　本庁3階
定 員　15人程度（要申込）
費 用　テキスト代（初回のみ）、

材料費（食材費）

令和3年度第1回
　　　 一般公募普通救命講習会

問消防署救急係　☎39‒6666
　私たちは、いつ、どこで、突然
のけがや病気におそわれるかわか
りません。その中で最も重篤で緊
急性を要するものは、心臓や呼吸
が止まってしまうような場合で
す。
　人の命を救うために、普通救命
講習会を受講し、正しい知識と技
術を身につけましょう。
日 時　7 月 17 日（土）9 時 30

分～ 12時 30分　受付
9時～

場 所　しらさぎ館（多目的1）
料 金　無料
対 象　小山市または野木町に在

住、在勤、在学の中学

1年生以上の方
定 員 15 人
申 込　方法・申込期間　6 月

15日（火）～30日（水）

栃木県シルバー大学校
　　　第42期生募集

問栃木県シルバー大学校南校
　☎ 0282‒22‒5325

問高齢生きがい課　☎ 22‒9617
学習年限　2年間（令和 3年 10 月
入学～令和5年 9月卒業）
対 象　
県内在住の 60歳以上（令和 4年
3月 31日現在）　
※50歳～ 60歳未満の方は、市
の推薦があれば応募可
応募期間　6 月 1 日（火）～ 30 日

（水）　
※入学願書に返信用84円切手を
添えて、シルバー大学校南校また
は高齢生きがい課へ

とちぎ結婚支援センター
　　小山登録会員募集中

問子育て家庭支援課　☎22‒9604
問とちぎ結婚支援センター小山　

☎ 38‒7213
　とちぎ結婚支援センター小山
は、結婚を誠実に希望する独身男
女に、新たな出会いの機会を提供
していきます。
日 時　平日（水曜日除く）・土日

祝　10時～ 18時
休業日　水曜日・お盆・年末年始
場 所　とちぎ結婚支援センター

小山（ロブレビル6階）

家族サロン　
ひきこもりの方を持つご家族へ

問福祉課ひきこもり相談支援室　
☎ 22‒9858

　同じような悩みを持つご家族で
話をしたり、聴いたりするサロン
です。
日 時　月 1回　※詳細は要問
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合せ
場 所　市役所4階
対 象　ひきこもりご本人が小山

市にお住いのご家族
申 込　事前登録

イベント・講座

生涯学習センター講座

問生涯学習センター　☎22‒9111
　7月～ 9月の期間で毎週全12
回（4,800円）
　リラックスヨガ教室、かんたん
ストレッチ教室、筋トレストレッ
チ＆ヨガ教室、骨盤ストレッチ教
室、ストレッチ＆ヨガ教室、鍼灸
師の筋トレ＆ストレッチ教室、快
眠リラックスヨガ教室、骨盤・肩
甲骨リズム体操、鍼灸師の筋トレ
＆ストレッチ教室、リラックスヨ
ガ教室、マリル先生の英会話、は
じめての英会話、マリセル先生の
英会話、海外旅行英会話
　詳細はホームページ参照。
場 所 生涯学習センター
定 員　15 人（英会話）、25 人

（ストレッチ・ヨガ）
申 込　6 月 5 日（土）10 時～、

電話、FAX、カウンター
にて

生涯学習センター
健康セミナーのお知らせ

問生涯学習センター　☎22‒9111
　『ピンピンコロリ・100歳まで
生涯現役のために！』
　ちょっとした、歯車のズレを、
ツボ押しとストレッチで元に戻し
て、心と身体をリラックスさせて
整えましょう。
日 時　6 月 6 日（日）13 時 30

分～ 15時
場 所　生涯学習センター　
　　　　ギャラリー

料 金　参加費　500円
定 員　40人
申 込　受付中。電話または受付

カウンター

7月の定例観望会の
　　　　　　お知らせ

問博物館　☎ 45‒5331
　「さそり座をみつけよう」
～M57 こと座環状星雲をみよう～
　ほっしー★OYAMA号での天
体観望会。
　曇りや雨の場合は中止となりま
す。当日、実施時刻の 1時間前
に電話またはホームページでご確
認ください。
※当日、11時～ 12時 30分に、
博物館駐車場にて太陽観測会も実
施します
日 時　7 月 10 日（ 土 ）19 時

30分～ 20時 30分
場 所　生井公民館　（駐車場は

旧 JAおやま生井支店）
対 象　幼児～一般
定 員　50人
申 込　電話　6月 13 日（日）9

時～

生涯学習センター
コンサートのお知らせ

問生涯学習センター　☎22‒9111
　知久絵里香×上保朋子　ピアノ
＆ヴァイオリン　デュオ“クロマ
ティック”　デビューコンサート
日 時　7月 11 日（日）14 時～

16時
場 所　生涯学習センター　音楽

ホール
料 金　大人　1,500 円　小人

（12歳以下）　1,000円
定 員　100人
申 込　6 月 5 日（土）10 時 ～　

電話またはセンター受
付

菊作り講習会　参加者募集

問小山晃思会事務局（商業観光課）
　☎ 22‒9273

　お作りいただいた菊はお持ち帰
りいただけます。
日 時　6 月 26 日（土）　10 時

～ 11時 30分
場 所　道の駅　思川
参加料　500円
申 込　小山晃思会事務局（商業

観光課）

ゆめまちの
認知症予防講座 

問ゆめまち　☎ 27‒9935
日 時　① 6月 24日（木）10時

～ 11時「認知症を知り
脳トレで認知症を予防
しよう」
② 9月 30 日（木）10 時
～ 11時「お口の若返り
で認知症予防！」

料 金　無料
申 込　要予約

クラフト館ワークショップ教室 

問おやま本場結城紬クラフト館
　☎ 32‒6477

講座名 日時 料金
①「思川の流しび
な保存会」流しび
な作り

6月19日（土）
13時30分～

 1,０00円

②まゆクラフト
「河童の合奏隊を
作ろう」

6月30日（水）
10時30分～

500円

※詳細は要問合せ
※事前予約優先。キャンセルは2
日前まで可
申　込　6月 2日（水）9時～

本紙５月号のP21「ゆめまちイベント」①わくわくゆめまちおはなし会
の内容に誤りがありました。お詫びするとともに訂正いたします。

・日時  　（誤）10：30 ～11：30
　　　  →（正）10：30 ～11：00
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車屋美術館
ワークショップのご案内

問車屋美術館　☎ 41‒0968
「見て！感じて！作ってみよう！」
①「ワニを回す（スタイロフォー
ム編）」講師：タムラサトル（現代
美術家）
②「木を彫る、葉っぱのレリーフ」
講師：木村俊也（彫刻家）
③「繭から真綿をつくり、レッグ
ウォーマーを編む」講師：前田恵
理子（靴下作家）
日 時　
①11月 6日（土）・7日（日）・13
日（土）・14 日（日）13 時～ 15
時
② 11月 20日（土）・21 日（日）
10時～ 15時
③ 11 月 28 日（日）、12 月 4日
（土）・11日（土）13時～ 15時
場 所　①車屋美術館②博物館③

11月28日（日）博物館、
12 月 4 日（土）・11 日
（土）車屋美術館

対 象　①小学 3年生～中学生
②小学5年生以上

※4年生以下は保護者同伴
定 員　各10人（先着）
料 金　 ① 2,500 円 ② 1,500

円③ 2,000 円（全て材
料費込み）

申 込　
電話・FAX・メールいずれかで
お申込みください（随時）。
☎　0285-41-0968
℻  　0285-41-0922
　d-kurumaya@city.oyama.tochigi.jp

小山コミュニティFM「おーラジ」
77.5MHzで毎日生放送 !
（7:00～21:00）

普段は市の身近で魅力的な情報
を、災害時には気象情報や交通情
報等をリアルタイムに発信してい
ます。

番組表をチェック▶

行政テレビ
視聴にはテレビ小山放送㈱のケー
ブルテレビへの加入が必要となり
ます。デジタル101ch を選局くだ
さい。
問シティプロモーション課　
☎ 22-9353

　　　番組表をチェック▶

市政へのご意見をお寄せください
問シティプロモーション課 ☎22-9353

① 市長へのメール

　    小山市　市長へのメール 検 索
② 市長への手紙
　 〒323-8686 （住所不要）
　　 小山市役所「市長への手紙」宛て
③ 市長へのFAX　  22-9380
④ 市民ポスト
　 市内16カ所に設置
　（市役所・各出張所・JR小山駅等）
※回答を希望する場合は、連絡先（氏名・
　住所・電話番号等）を明記

小山市長の浅野です。
いただいた意見は私が
拝読し、市政に反映し
てまいります。

※「小学生」には義務教育学校1～ 6年生、
　 「中学生」には義務教育学校7～ 9年生を含みます

パーソナリティー募集中

詳細はホームページ参照

小山市の情報をアプリ「Catalog Pocket」で読もう！
　アプリ　「Catalog Pocket （カタログポケット）」では、多言語自
動翻訳機能（日本語・英語・韓国語・タイ語・スペイン語・中国語簡
体字・中国語繁体字・ポルトガル語・インドネシア語・ベトナム語）
により、スマートフォンまたはパソコン（ウェブサイト）で多言語化さ
れた情報を読むことができます。

スマートフォンでの利用の仕方について
1．ストアからのダウンロードについて
【Android 版】　Goole Play を起動　　→
 「カタログポケット」で検索 → アプリをダウンロード
【iOS版】　　App Store を起動 　→
 「カタログポケット」で検索 → アプリをダウンロード

2．QRコードからのダウンロードについて
下記のQRコードを読み取り、アプリをダウンロードしてください。
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◆桑絹地区
月日 時間 検診会場

6/7
（月）

  8：30 ～ 8：50 中島公民館
 9：10 ～ 9：30 台公民館
 9：50 ～ 10：10 下梁公民館
 10：30 ～ 10：50 上梁・八幡宮神社（上梁南公民館）
 11：10 ～ 11：30 絹公民館

6/8
（火）

 9：00 ～ 9：30 農協延島倉庫
 10：00 ～ 10：30 中高椅公民館

6/9
（水）

 9：00 ～ 9：30 鉢形中央公民館
 10：00 ～ 10：30 出井馬廻集会所

6/10
（木）

 8：30 ～ 9：00 萱橋公民館
 9：20 ～ 9：50 鉢形南集会所
 10：10 ～ 10：40 東出井集会所
 11：00 ～ 11：30 下出井公民館

6/14
（月）

 8：00 ～ 8：40 喜沢北部公民館
 9：00 ～ 9：40 喜沢集会所
 10：00 ～ 11：30 桑市民交流センター

6/15
（火）

 7：30 ～ 8：10 南半田公民館
 8：30 ～ 9：30 扶桑県営住宅公民館
 10：00 ～ 11：00 扶桑分譲公民館
 11：20 ～ 12：00 三拝公民館

6/16
（水）

 9：30 ～ 10：00 絹公民館
 10：30 ～ 11：50 桑市民交流センター

◆美田地区
月日 時間 検診会場

6/21
（月）

 8：00 ～ 8：30 小宅下集落センター
 9：00 ～ 9：30 小薬東農協倉庫
 10：00 ～ 11：00 豊田公民館

6/22
（火）

 8：30 ～ 9：00 下河原田南部倉庫
 9：30 ～ 10：30 中公民館

6/23
（水）

 8：30 ～ 9：00 島田南公民館
 9：30 ～ 10：00 卒島新倉集落センター
 10：30 ～ 11：30 穂積グラウンド

6/25
（金）

 8：30 ～ 9：00 下国府塚公民館
 9：30 ～ 10：10 豊田公民館
 10：30 ～ 11：10 中公民館

◆大谷地区
月日 時間 検診会場

6/28
（月）

 8：30 ～ 9：10 横倉公民館
 9：30 ～ 10：00 田間公民館
 10：20 ～ 10：40 城南台公民館
 11：00 ～ 11：40 雨ヶ谷公民館

6/29
（火）

 8：00 ～ 9：00 泉崎公民館
 9：20 ～ 10：20 土塔・愛宕会館
 10：40 ～ 11：00 丸山公民館
 11：20 ～ 11：40 竹親会公民館

6/30
（水）

 7：30 ～ 8：00 中久喜公民館
 8：30 ～ 9：50 土塔（ニ）公民館南側駐車場
 10：10 ～ 11：40 犬塚公民館

7/1
（木）

 8：00 ～ 8：20 南和泉集落センター
 8：40 ～ 9：00 東野田東集落センター
 9：30 ～ 11：30 健康医療介護総合支援センター

7/2
（金）

 8：00 ～ 8：20 泉ヶ丘公民館
 8：50 ～ 10：00 東ニュータウン自治会館
 10：30 ～ 12：00 小山東出張所
 13：30 ～ 15：00 大谷公民館

◆間々田地区
月日 時間 検診会場
10/7
（木）

 9：00 ～ 9：40 平和公民館
 10：00 ～ 11：00 楓・ディサービスきみぼ

10/8
（金）

 9：00 ～ 9：30 寒沢公民館
 10：00 ～ 11：00 生井公民館

10/11
（月）

 9：00 ～ 9：40 千駄塚公民館
 10：00 ～ 11：40 間々田市民交流センター

10/12
（火）

 8：00 ～ 8：30 1丁目・龍昌寺
 9：00 ～ 10：20 間々田市民交流センター
 10：40 ～ 11：30 間々田商工会

10/13
（水）

 9：00 ～ 9：30 本宿公民館
 10：00 ～ 11：00 寒川公民館

10/14
（木）

 7：30 ～ 8：30 東黒田集落センター
 8：50 ～ 9：20 西黒田中会所
 9：40 ～ 10：50 美しが丘公民館
 11：10 ～ 11：40 粟の宮農協倉庫駐車場

10/15
（金）

 9：00 ～ 9：30 中妻公民館
 10：00 ～ 10：30 上町公民館

◆小山地区
月日 時間 検診会場
9/21
（火）

 8：30 ～ 9：30 小山市保健センター分室（花垣町）
 10：00 ～ 11：50 旧水道庁舎

9/22
（水）

 7：30 ～ 8：30 ウエルシア小山神鳥谷店
 9：00 ～ 11：00 健康医療介護総合支援センター

9/24
（金）  9：00 ～ 11：00 健康医療介護総合支援センター

9/27
（月）

 8：30 ～ 9：30 小山市役所神鳥谷庁舎
 10：00 ～ 10：30 外城公民館
 11：00 ～ 11：50 神明町公民館

9/28
（火）

 8：00 ～ 8：50 三峯公民館
 9：10 ～ 10：00 天神町公民館
 10：30 ～ 11：30 小山市保健センター分室（花垣町）

9/29
（水）

 7：30 ～ 8：30 スーパーフレッシュ小山店
 9：00 ～ 10：30 旧水道庁舎

9/30
（木）

 9：00 ～ 10：30 駅東公園管理事務所
 10：50 ～ 11：50 あさひ公園管理事務所

令和3年度　結核検診（レントゲン撮影）
問健康増進課　☎ 22-9526

対象となる方（令和4年 3月 31日時点で65 歳以上の方）には、受診票を送付しますので、会場に持参し
てください。
受診票には、居住地区の会場が記載されていますが、他の会場でも受診可能です。
※今年度、肺がん検診（胸部レントゲン検査）を受ける予定の方は、重複して受診する必要はありません
※駐車場のない会場もありますので、来場の際にはご注意ください

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下にご協力をお願いします。
①マスク着用 ②事前に検温 ③風邪などの症状や発熱がある場合は受診しない

感染症等の影響により、
日程が変更となる場合があります。
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ひとりで悩まず、ご相談ください。秘密は厳守、相談は無料です。
相談先がご不明な場合は、市民生活安心課☎22-9282へお問合せください。

　
◎
専
門
相
談
（
面
談
）　
　
　
※
要
予
約

名称 期日 時間 相談相手・場所など
※場所記載がない場合は市役所 問合せ

行政相談 10㈯･21㈬ 10:00 ～12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：10㈯市役所1階 多目的スペース、
21㈬市役所2階 市民相談室

市民生活安心課☎22-9282

登記相談 14㈬ 10:00 ～12:00 司法書士、土地家屋調査士

家庭内困りごと相談 18㈰ 13:30 ～16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は7月1日㈭～

税金なんでも相談 8㈭ 13:30 ～15:30 税理士

不動産相談 7月はありません 宅建協会員

行政書士専門相談 21･28㈬ 10:00 ～12:00 行政書士

外国人向け行政書士相談 14㈬ 10:00 ～12:00 行政書士 国際政策課☎22-9327

FPによる納税相談 7月はありません ファイナンシャルプランナー（FP） 納税課☎22-9444

交通事故相談 13･27㈫ 10:00 ～14:00 交通事故相談員　※予約不要 県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 9㈮ 10:00 ～15:00 人権擁護委員　※予約不要 人権・男女共同参画課
☎22-9292

こころの相談 20㈫ 10:00 ～12:00 精神科医師 福祉課☎22-9629

心配ごと相談 6･20㈫ 10:00 ～15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※6･20㈫は電話相談可（30分以内） 社会福祉協議会☎22-9501

13･27㈫ 13:00 ～15:00

精神保健福祉相談 7月はありません
精神科医師
場所：県南健康福祉センター
※保健師相談は随時受付

県南健康福祉センター
☎22-6192

女性のための心の相談 26㈪ 13:30 ～16:15 女性のカウンセラー 人権・男女共同参画課
☎22-9296

創業・経営・キャリア・
クラウドファンディング相談 3･17㈯ 9:00 ～12:00 中小企業診断士、ビジネスコーチ※日程変更可 工業振興課☎22-9396

※
要
予
約

◎
弁
護
士
相
談
（
面
談
）

名称 期日 時間 相談相手・場所など
※場所記載がない場合は市役所

問合せ
※訴訟・調停中の方は受付不可

法律相談 18㈰ 9:30 ～12:30 場所：予約時に確定※予約は7月1日㈭～ 市民生活安心課☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 16㈮ 10:00 ～12:00 ※女性の弁護士 人権・男女共同参画課
☎22-9296

心配ごと相談 13･27㈫ 10:00 ～12:00 場所：社会福祉協議会※心配ごと相談員が2人同席 社会福祉協議会☎22-9501

法律とこころの相談 1㈭ 10:00 ～12:00 ※保健師1人同席 福祉課☎22-9629

名称 時間 問合せ

市民相談 8:30 ～ 17:15
市民生活安心課☎22-9282

被害者相談 8:30 ～ 17:15

消費生活相談 9:00 ～ 15:00
※水曜休み 消費生活センター☎22-3711

家庭児童相談 8:30 ～ 17:15 子育て家庭支援課☎22-9626

ひとり親家庭相談 9:00 ～ 17:00
子育て家庭支援課☎22-9627

婦人相談 9:00 ～ 17:00

DV相談 9:00 ～ 17:00 配偶者暴力相談支援センター☎22-9602

青少年相談
面談　※要予約
9:00 ～ 17:00 青少年相談室☎25-4002
電話相談
10:00 ～ 17:00 ☎25-4006　※土日も受付

こころのダイヤル
9:00 ～ 17:00
※第2･4水曜日
9:30 ～ 11:30は

医療相談

県精神保健福祉センター
☎028-673-8341

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
◎
通
常
相
談
（
電
話
相
談
）

7
名称 時間 問合せ

県民相談 9:00 ～ 16:00 小山県民相談室☎22-9164

労働相談 8:30 ～ 17:15 小山労政事務所☎22-4032

シニアの社会参加
相談 8:30 ～ 17:15 高齢生きがい課☎22-9617

認知症相談 8:30 ～ 17:15 高齢生きがい課☎22-9853

ひきこもり相談 8:30 ～ 17:15 福祉課ひきこもり相談支援室☎22-9858

障がいのある方
向け相談 8:30 ～ 17:15

小山市障がい児者基幹相談
支援センター☎23-5050
FAX 29-6090
小山市地域生活支援拠点
☎39-6088　FAX 39-6188

外国人ふれあい
子育てサロン 8:30 ～ 17:15 小山市国際交流協会☎23-1042

外国人相談 9:00 ～ 17:00
多文化共生総合支援センター
☎22-9439（スペイン語・ポ
ルトガル語）
☎22-9678（英語）
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5（月）・12（月）・19（月）・26（月）・29（木）
※小山・間々田・桑分館は22（木）・23（金）も休
館します

中央図書館ホームページをご覧ください。

「目標14 海の豊かさを守ろう」  本は中央図書館で所蔵しています。
『海のプラスチックごみ調べ大事典』

保坂 直紀／著　旬報社

　「プラごみ問題」のなぜ？どうしたら？が
ゼロからわかりやすく、かわいいイラストと
ともに解説されています。手に取りやすく、
子どもから大人まで読みやすい一冊です。

『サケが帰ってきた！』 奥山 文弥／著　小学館

　福島県木戸川でサケの増殖事業に従事していた青年が、
東日本大震災に遭遇するも、夢を叶えるため、苦難を乗り越
えようとする姿を綴った奮闘記です。

　地球の約70％を占める海は、
地球全体の気候を調整するとと
もに、飲み水や食料（海産物）、

貿易・輸送経路としても大切な資源で、私たちは、海
からたくさんの恵みを受けて生活しています。
　しかし、この豊かな恵みをもたらす海の環境は、私た
ちの出すプラスチックごみや排水などの影響により、汚
染が進んでいます。こうした海の汚染の約80%は陸地
からの影響と言われており、特に、プラスチックごみは、
ポイ捨てされたごみが川から海へと流れ出し、世界中
で年間約800万トンにもなるという試算もあります。
　特に、四方を海に囲まれた日本は、さまざまな海産
物をはじめ、多くの恵みを受けているにもかかわらず、

目標 14「海の豊かさを守ろう」
～海や海の資源を守り、持続可能な方法で利用する～

問 総合政策課
☎ 22-9352

QR

問中央図書館　☎ 21-0750

 7月の休館日

　

 いちおし本 ～ SDGsを詳しく知ろう～

7

　SDGs とは、国連で採択された、すべての国や地域が 2030年までに達成することを
目指して取り組む世界共通の目標のことで、17の目標があります。

　私たちにできること
・使い捨てのプラスチック製品を使わない
・使い終わった油を流しに流さない
・環境にやさしい洗剤やプラスチックの材料を
含まないヘアケア製品を使う

・川や海に行ったらゴミは持ち帰る　など

 おはなし会
名称（会場） 7月 開始時間

おやま分館ピッコロおはなし会(小山分館) 2日㈮ 11:00
としょかんこども会　たなばた会 7日㈬ 15:30
おはなしこんにちは 14日㈬ 10:30
わくわくマルベリーおはなし会(桑分館) 17日㈯ 13:30
おこれんのおはなし会 18日㈰ 14:00
おはなしウェンディ0・1・2 21日㈬ 11:00
はなしのこべやおはなしかい 25日㈰ 14:00
ままだ分館おはなしかい(間々田分館) 27日㈫ 15:30

※会場の記載が無いものは中央図書館

      移動図書館
「せきれい」巡回日程

日本人1人あたりのプラスチックごみの廃棄量は年間約
32kgに相当し、アメリカに次いで世界で2番目に多いと
されています。
　海のない小山市も「関係がない」とは言えません。
海に影響を与えるプラスチック製品の使用をやめること
や、環境にやさしい製品を選ぶことで、海の豊かさを
守るとともに、その海で育った海産物を食べることで私
たちの健康にもつながります。

『海の記憶を求めて』
ジャック・マイヨール、ピエール・マイヨール／著　北澤 真木／訳　翔泳社 

　映画「グラン・ブルー」のモデルとして知られたジャック・
マイヨール氏が、兄ピエール・マイヨール氏とともに人類と
海の関わりを海底調査をもとに検証します。神秘と魅力と脅
威と、そして危険の綾なす海中の世界に触れてみませんか。
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一次救急
医療機関

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
②④ ①⑤ ③⑥

4 5 6 7 8 9 10
②⑤ ①④ ③⑥ ①⑤ ②⑥ ③④ ①⑤
11 12 13 14 15 16 17
②⑥ ③⑤ ②④ ①⑥ ③④ ①⑤ ②④
18 19 20 21 22 23 24
③⑥ ①⑤ ③④ ②⑥ ③④ ①⑥ ①⑤
25 26 27 28 29 30 31
②⑤ ②④ ③⑥ ①⑤ ②⑥ ③④ ①⑤

  夜間休日急患診療所
場所 神鳥谷 2251-7
 （健康医療介護総合支援センター内）
 ☎ 39-8880・FAX39-8882
受付 診療終了15分前まで
※内科医等が、小児科の診察を担当することがあり
ますので、事前に電話をしてから来院してください

  休日急患 歯科診療所
場所 神鳥谷 2251-7
 （健康医療介護総合支援センター内）
 ☎ 39-8881・FAX39-8883
日時 日曜・祝日・振替休日・
 年末年始（12/31～1/3）
 10:00～12:00、13:00～16:00
受付 診療終了15分前まで
※夜間休日急患診療所および休日急患歯科診療所の
南側に夜間休日対応の院外薬局（3薬局）があります

日　時 科　目
平日・土曜日 19:00 ～ 22:00

内　科
小児科

日曜・祝日・振替
休日・年末年始
（12/31 ～ 1/3）

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00
18:00 ～ 21:00 

番号 医療機関名 所在地 電話番号

① 石橋総合病院 下野市下古山1-15-4 ☎53-1134
② 小金井中央病院 下野市小金井2-4-3 ☎44-7000
③ 杉村病院 小山市城山町2-7-18 ☎25-5533・5534
④ 小山整形外科内科 小山市雨ケ谷753 ☎31-1331
⑤ 光南病院 小山市乙女795 ☎45-7711
⑥ 野木病院 野木町友沼5320-2 ☎0280-57-1011

受付　土・休日前
 （　　の部分）
　　　17:00 ～翌日 17:00
　　　上記以外　
　　　17:00 ～翌日   9:00

　事前に電話で確認して
ください。医師が交代
で当直制をとっており、
希望する治療が困難な
場合もあります。

  在宅当番医

※在宅当番医は、（一社）小山地区医師会の協力のもと実施しています
問健康増進課　☎ 22-9523

7
月

急な発熱・頭をぶつけた・嘔吐、けいれんなど判断に困ったら
とちぎ子ども救急電話相談　#8000

救急車を呼ぶ？病院に行くか？迷ったときは（概ね15歳以上）
とちぎ救急医療電話相談　#7111

（初期）

　中央清掃センター・南部清
掃センター・リサイクルセン
ターでは、ごみ減量化対策の

一環として搬入物検査を実施しています。搬入物確認を容易
にするため、袋は、中身の見える「透明・半透明のビニール
袋」を使用してください。紙袋や米袋などの中身の見えない
袋では搬入できなくなります。   ※雑誌を搬入する場合を除く

　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

ごみの搬入方法変更
7月から清掃センターへの直接搬入のルールが変わります！

問 環境課　☎ 22-9286

変更期日　7月1日(木)

紙袋･米袋等
中の見えないもの

皆様のご理解とご協力をお願い致します
小山広域保険衛生組合 施設管理課

※野木町の
生ごみ指定袋
は除く

※雑紙･新聞紙
等は除く

イラスト出展：経済産業省

令和３年７月１日～

透明･半透明の
ビニール袋
中の見えるもの

〇中身が見える袋
以外は原則として
受入不可
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今月の表紙は、Instagramに
「#小山の魅力」を付けて投稿された
アカウント名「Oyamanavi01」さんの

お写真です。

P2～ P3に掲載しているお写真は
アカウント名「mi.ko.photo」さんが

投稿されたお写真です。

災害時の情報発信
■安全安心情報メール
　  touroku@oyama-anshin.jp

■市ホームページのキャッシュサイト
　（市ホームページがつながりにくいとき）
　http://www.city.oyama.tochigi.jp.cache.yimg.jp
■防災行政無線（放送内容を確認するとき）
　☎0180-992-031（自動音声案内）
■ラジオ「おーラジ」FM77.5MHz

小山市公式SNS等
市からのお知らせや役立つ情報・緊急情報を発信しています

納税のお知らせ
カタログポケット
（多言語対応）

facebookTwitter Instagram YouTube

スマホで
広報おやまが読めます

小山市役所案内
■電話

　☎ 0285-23-1111（代表）
■住所
　〒323-8686　小山市中央町1-1-1

■ホームページ
　https://www.city.oyama.tochigi.jp/

■開庁時間
　月～金曜日、8:30 ～ 17:15
　（祝日・年末年始を除く）

・市民課業務 延長･休日窓口・　※一部業務のみ
 問市民課 ☎22-9405
・平日延長窓口　※市民課のみ
　火・木曜日 19:00まで

・休日開庁窓口
　（市民課、小山城南出張所☎31-3650）
　第2・4日曜日　8:30 ～ 17:15

・納税課業務 延長･休日窓口・
 問納税課 ☎22-9444
・平日延長窓口
　火･木曜日 19:00まで

・日曜納税相談窓口
　6月27日(日） 8:30 ～17:15（納期直前の日曜日）

今月の 1枚

「＃小山の魅力」

6月の納期　納期限6月30日㈬

市県民税……………………1期分
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　６月中旬以降、高齢者の皆さまへの新型コロナウイルスワクチン
接種を実施します。
受け方は、下記の３通りです。
① 集団接種
② 個別接種
※高齢者施設等に入所されている方は、施設での接種ができる場合がありますので、
各施設にお問い合わせください。

　「日程」や「予約方法」などを記載した【個別通知】を５月下旬か
ら順次発送しています。
※市ホームページにも掲載しますので、ご確認ください。

　なお、ワクチンは希望するすべての方が接種できる量が順次
供給されますので、ご安心ください。
＜対象者＞
　ワクチン接種を希望する 65 歳以上（昭和 32 年４月 1 日以前生まれ）の方
＜接種回数＞
　3 週間以上空けて、2 回接種します

小山市新型コロナワクチン予約・相談コールセンター
☎0285-22-9899　8 時 30 分～ 20 時

（おかけ間違いのないようご注意ください）

新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報

◎新型コロナウイルスワクチン全般について
 厚生労働省電話相談窓口
 ☎0120-76-1770　9 時～ 21 時
◎医学的知見が必要となる専門的な相談について
 栃木県 受診・ワクチン相談センター
 ☎0570-052-092　24 時間

市ホームページ

問管財課　☎22‒9322
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