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　今年で 70回目となった県内随一の規模を誇る菊花
大会が 10月23日（土）から 11月14日（日）の期間、道
の駅思川で開催されます。
※11月1日（月）は審査日のため一般入場不可
※富士山の展示は 11月23日（火）まで

70年続く
小山市菊花大会



広報おやま　2021.10 3

小山市菊花大会
秋といえば、何を思い浮かべますか？
食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋など、秋に
はイメージするものが多くありますが、小山市の
秋に欠かせないもののひとつに「菊」があります。
小山市菊花大会は、小山市の秋の風物詩として
毎年10月下旬から11月にかけて開催されてい
ます。
市内の菊愛好者の会「小山晃

こう
思
し
会
かい
」の皆さんに

より丹精込めて育てられた菊が展示され、今年で
70回目となります。
菊花大会の始まりは市役所の北隣にあった思水
荘の庭園で行われ、小山晃思会が育てた菊は人々
を魅了しました。
小山晃思会の規模が大きくなるにつれて会場も
思水荘から須賀神社、小山ゆうえんちへと移転し、
小山市をはじめ小山市観光協会やその他関係機関
からの支援も受けるようになり、菊花大会には市
外からも来訪する方が多くなりました。昭和55
年の栃の葉国体では競技会場でも菊の展示が行わ
れ、小山晃思会、菊花大会は、小山市の発展のた
めに重要な役割を担ってきました。

命がけ
現在、道の駅思川で開催するようになった菊花
大会。そこで毎年展示されている高さ4.5ｍ、幅
10ｍにも及ぶ菊で飾った盛大な富士山を見たこ
とがあるでしょうか。
「小山晃思会」は現在会員のほとんどが80代
であることや、会員数が減少の一途を辿っている
ことなど、深刻な問題を抱えています。しかし、
富士山を構成している菊を育てるためには、毎日
手間暇をかける必要があります。また菊の鉢は一
つ約10kgあり、4.5ｍもの高さにするためには
命がけで作業をしなければいけません。それで
も、会員の皆さんはこの日のために丹精こめて育
てた色とりどりの菊を持ち寄り一丸となり富士山
を作っています。
今回の特集では、小山晃思会の方々にお話を伺
いました。
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　小山市晃思会は昭和27年に設立され今年で
70年目になります。最盛期には約140人近くい
た会員も現在では高齢化、時代の流れにより17
人となり、会の存続が難しくなってきました。
　私自身、退職してから30年以上菊づくりをし
てきました。菊花大会が終わると、次の大会に
向けた準備が始まり、今では菊づくりが生活の
一部になっています。
　年を重ねるごとに人付き合いは減っていきま
すが、同じ趣味で話せる仲間がいることに幸せ
を感じています。また、菊づくりや仲間がいるか
らこそ健康でいられると感じています。小山晃
思会では、毎年６月末頃会員以外の方向けに道
の駅思川で菊づくり講習会を実
施しています。興味がある方は、
講習会から参加してみてはいか
がでしょうか。
  小山晃

こう
思
し
会
かい
　白
しら
石
いし
 𠮷
よし
治
じ
  会長

入会方法  小山晃思会事務局（商業観光課）までご
連絡ください。　☎22-9273

入 会 金  200 円（年会費：3,000 円）　　　　　

活動内容
毎年開催される菊花大会への出展のため、会員はそれぞ
れ自宅で菊を育てます。菊花大会用の菊の苗は会員全員
に配布しています。育て方等、疑問に思うことはベテラン
の会員が直接指導します。また、育てた菊を囲みながら
談笑することも会の楽しみのひとつです。

どう審査されるの？
佐野市の菊愛好会「晃

こう
陽
よう
会
かい
」と下都賀農業振興事務所の方が直接菊を見て審査します。

優秀作品には農林水産大臣賞、栃木県知事賞、小山市長賞などが授与されます。

菊花大会を楽しむ
ポイントを紹介

point 1　色合い・輝きをチェック！
　　　　 色が濃ければ良い

point 2　形が揃っている！
　　　  　技術が必要です

point 3　葉っぱが自然に伸びている！
　　　  　花を際立たせる葉の色にも注目

小山晃
こう

思
し

会
かい

の入会方法

菊づくり講習会の様子

会長インタビュー
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退職後、趣味としてはじめた
菊づくりが生きがいになりました

20年続けている菊づくり。79歳の誕生日を迎えた諏訪さんに菊づくりの魅力について伺
いました。
　諏訪さんは今年も年に１度の菊花大会に向けて
準備を進めています。毎日、菊を観察し、菊の声
を聞きながら、成長を見守る。ノートに成長の記
録を付け、菊のことを考えていると自然と元気に
なるそうです。最近になりようやく菊の求めるも
のが見えてきたと笑顔で話してくれました。
　諏訪さんは定年退職後に、趣味を探していたと
ころ兄に「やってみないか？」と声をかけられて

仕事を退職してから始めた
菊づくり。20 年間菊づくりに
魅了されてきた

小山晃
こう
思
し
会
かい
　諏訪さん 
（土塔 79 歳）

菊づくりをはじめ、いざはじめてみると、毎日多
くの気づきと学びがあり、試行錯誤を繰り返しな
がら菊を育てていくうちに、菊づくりがライフワー
クになっていったそうです。　
　大会当日に最高の状態になるよう菊を育て上げ、
賞を受賞したときの喜びはひとしおで「仲間や先
輩たちのサポートがあったから長く続けることが
できたと振り返っていました。
　「先輩たちから受け継いだ菊づくりのノウハウ
を絶やすことなく、次の世代へつないでいきたい」
と語ってくださいました。
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歌人

田
た

波
な み

 御
み

白
し ろ

第 75 回
企画展

◆場　所 博物館
◆開館時間 9時～17時
　　　　　（入館は16時30分まで）
◆休館日 毎週月曜日・第四金曜日・
 祝日の翌日
◆入館料 一般200円
 大学・高校生100円
 中学生以下無料
※無料公開日：11月3日（水）・
　11月7日（日）・11月23日（火）

 記念講演会 

「田波御白の人と作品」
◆講　師 歌人　外

との

塚
つか

　喬
たかし

　氏　
　　　　　［現代歌人協会副理事長］
◆日　時 11月14日（日）
 13時30分～15時30分
　※申込みは10月10日（日）
　　９時から電話。先着30人程度

君思ふに昨日は疲れ今日はまた思はむ人のなきに疲れぬ
枯草の上にしづかに寝

い
ねてあり、木の葉散り来よ、われを埋

うづ
めよ。

七里ヶ浜海心なく高鳴りて秋ゆくころに人を死なしむ

　御白の生涯をたどり、その歌の魅力を多くの皆さまに知っていただくために企画した展示会です。
　田

た

波
なみ

御
み

白
しろ

（1885 － 1913）は小山市南
みなみおばやし

小林出身で、肺結核により 27歳と 10か月あまりで
この世を去った夭

ようせつ

折の歌人です。青春の焦燥、叶わぬ恋、病の苦しみ、死への恐れ、故郷への思
い、あふれる思いを言葉に変え、御白は生涯歌を作り続けました。

田波御白肖像　（明治41～ 44年頃／東京帝国大学在学中）

10月30日土
～ 12月12日日

「田波御白」自筆
サ イ ン と 蔵 書 印
（年不詳／田波家文書）
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シリーズ

小山の歴史

№ 205

１．御白との出会い
　御白は、私がこうした仕事をしてい
なければ出会わなかった歌人であった
かもしれません。しかし、『田波御白
全集』で最初に触れた彼の歌のいくつ
かに私は心を惹かれました。
この願ひかなはバ花よ紅

あこ

う咲けと土をきせたる秋ぐ
さの種

たね

 明治36年

やはらかに草ふみゆけばさくら散るいとやわらかに
かなしみはしむ 明治43年

　御白の歌は「才気に富み」、「若々しく純粋」、「初々し
い感傷」や「気品ある抒情性」を持つと評されています。
それに加えて、不思議と若者らしからぬ静寂をたたえて
おり、その静寂が心地よく魅力的で、この出会いに幸福
を感じました。

２．母の死と恋
　御白は本名を庄

しょうぞう

蔵といい、明治18（1885）年11月
8日に、南小林にある田波家の第6子として誕生しま
した。栃木中学（現　県立栃木高等学校）在学中の明治
33（1900）年に雑誌『帝国少年議会議事録』に初めて
短歌を投稿し、その選者であった金

かね

子
こ

薫
くん

園
えん

を師と仰ぎま
す。薫園は近代短歌の革新運動の一つ、叙景詩運動の中
心的存在で、これまでの伝統を踏襲しつつもっぱら自然
に従い自然を写すことが真の歌であると主張しました。
御白の初期の作品は、薫園門下の優等生のごとく、その
枠組みをしっかりと守った平明で自然をありのまま写
実した歌がその大半を占めています。
　しかし、御白の歌の魅力が増すのは、ままならない
人生の現実と直面し、そこから生まれたやり場のない
感情を歌の中に表白しはじめた頃のように思われます。
旧制高校の受験に失敗し、東京で浪人生活を送りながら
作歌に励んでいたさなか、明治37（1904）年に最愛
の母が急逝します。母を失った欠落感を埋めるかのよう
に恋人への思いをつのらせ、自らももてあますほどの感
情を歌に変えていきました。

わが息
いき

にふれてさきけむ花のやう君が頬に頬にうす
紅
べに

さしぬ 明治40年

３．生きむとす
　大正2（1913）年８月25日、御白は27歳で亡くな
りました。晩年の３年間で、御白は思い続けた恋人を
失い、卒業間近の大学を落第、ほどなく不治の病を得、
２年にわたる療養生活ののち神奈川七里ケ浜の療養所
でその最期を迎えるという年月をたどります。怒涛のよ
うに押し寄せる現実の中、それでも御白は歌を作り続け
ました。
生きむとす生きて甲

か い

斐ある日を送り、死して甲斐あ
る死を死ぬるべく。 明治45年

なけばとて、かなしめばとて、なけばとて、かなし
めばとて、死は、死は来

きた

る。 明治45年

海は海、われはわれとて、日ねもすを何かなしみて
何なげくらむ。 大正2年

　生と死の間で
しぼり出すよう
に作られた歌は、
時に叫びのよう
な凄

せい

気
き

を帯び遺
言のようなつぶ
やきにも聞こえ
ます。そして時に凪のような美しい静

せい

謐
ひつ

をたたえていま
す。最期まで歌い続けた御白にとって、生きることは歌
うことであったと思わずにはいられません。
　博物館では今秋、田波御白を紹介する企画展を開催し
ます。この展示が多くの皆さまにとって、御白と彼の遺
した作品との出会いの場になれば幸いです。　　　　　　　

※歌の後尾には、発表された年号を付した。　
※主な参考文献　『田波御白全集』田波御白全集刊行会編発
行（1992.6）
青
あお

柳
やぎ

達
たつ

雄
お

「北関東の歌人田波御白論」『利根川水系の経済と
文化』関東学園松平記念経済文化研究所編発行（1990.3）

歌人 田波御白と出会う
小山市立博物館学芸員　山田淳子

　とりわけ文学好きというわけではない筆者でも、半世紀を過ぎた人生の中で立
たち

原
はら

道
みち

造
ぞう

の詩や、寺
てら

山
やま

修
しゅう

司
じ

の歌、種
たね

田
だ

山
さん

頭
とう

火
か

の句と、心惹かれる詩歌との出会いを
幸いなことにいくつか持っています。こうして出会った詩歌がこれまで何かの役
に立っているかと問われればそれはよくわかりませんが、出会いから数十年たっ
た今でもそれらが記憶から消去されないのは、私の関知し得ないところで、これ
はなんだか必要だと判断されたものなのだろうと思っています。

御白の蔵書にはさまれた
押 し 花（ 田 波 家 文 書 ）

晩年の御白（『御白遺稿』より）
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問 職員課
☎ 22-9362

 「小山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の給与、職員数、勤務条件などの状況
を公表します。

（1）職員採用状況 （令和 2年 4月 2日～令和 3年 4月 1日採用）

試験区分 受験者人数
（人）

採用人数
（人）

競争倍率
（倍）

事務
職員

一般事務 107 16 6.7
自己アピール採用
（一般事務） 4 4 1.0

障がい者対象
（一般事務） 5 0 ー

技術
職員

土木技師 12 4 3.0
土木技師

（就職氷河期世代対象） 2 1 2.0

建築技師 5 1 5.0
建築技師

（就職氷河期世代対象） 2 1 2.0

保健師 6 5 1.2
消防職員 27 7 3.9
合計 170 39 4.4

 １．職員の任免・職員数に関する状況

（3）昇任の状況 
（令和 2年 4月 2日～令和 3年 4月 1日）

職名 昇任者人数（人）
参事  4 （2） 
副参事  6 （1） 
主幹  13 （2） 
副主幹  10 （2） 
主任  19 （10） 
主査  33 （16） 
業務主任  0 （0） 

※（）内は女性職員数。消防職は含まない

（4）一般行政職の級別職員の状況
（令和 3年 4月 1日現在）

区分 職務 職員数（人） 合計（人）
8級 部長 13

663

7 級
課長・所長

6
6級 52
5級 係長 133
4級

主査・主任
95

3級 102
2 級 主事・

技師等
168

1級 94

（2）部門別職員数状況 （各年 4月 1日現在）

部門
職員数（人） 増減数

（人）令和２年 令和３年

一般行政部門

議会 10 10 0
総務 242 235 -7
税務 57 59 2
民生 163 158 -5
衛生 62 62 0
農林水産 46 44 -2
商工 22 20 -2
土木 122 124 2
小計 724 712 -12

特別行政部門
教育 120 130 10
消防 206 208 2
小計 326 338 12

普通会計 1,050 1,050 0

公営企業会計
部門等

水道 16 16 0
下水道 22 22 0
その他 55 54 -1
小計 93 92 -1

合計 1,143 1,142 -1

公平員会の処理状況 （令和 2年 4月１日～令和 3年 3月 31日）
業務内容 件数（件）

勤務条件に関する措置要求 0
不利益処分に関する審査請求 0
職員からの苦情の処理 1

人事行政の運営等の状況のお知らせ
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（１）人件費の状況 （令和 2年度普通会計決算見込）

※人件費には市長、副市長、市議会議員等の特別職等
に支給される給料・報酬を含む
※ 令和 3年 9月 1日現在の見込

（5）特別職の報酬等の状況 （令和 3年 4月１日現在）
区分 給料月額等 区分 支給割合

給
料

市長 970,000 円

期
末
手
当

市長

6月期：1.7月分
12月期：1.65月分
　計：3.35 月分

副市長 826,000 円 副市長
教育長 693,000 円 教育長

報
酬

議長 600,000 円 議長
副議長 540,000 円 副議長
議員 510,000 円 議員

※支給割合は令和 2年度実績による

（1）分限処分者数 （令和 2年度実績）
区分 降任 免職 休職 降給 合計

処分者数（人） 0 0 13 0 13
※分限処分とは、公務の能率の維持・適正な運営の確保の目的から、勤務実績不良、心身の故障等のため職責
を十分に果たせない場合に行うもの

（2）懲戒処分者数 （令和 2年度実績）
区分 戒告 減給 停職 免職 合計

処分者数（人） 0 0 0 0 0
※懲戒処分とは、職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行がある場合に、道義的責任を問うもの

（6）育児休業・介護休暇の状況 （令和 2年度実績）
種類 制度概要 取得者数（人）

育児休業 3歳未満の子を養育する場合に取得できる  29 （17） 
部分休業 小学校就学前の子を養育する場合に取得できる  11 （2） 

育児短時間勤務 小学校就学前の子を養育する場合に取得できる  1 （0） 
介護休暇 要介護者を介護するため、3回まで取得できる  １ （0） 

※（）は男性職員数

 ２．職員の給与の状況

 ３．職員の分限・懲戒処分の状況

（2）職員の平均年齢、平均給料額等の状況 （令和2年4月1日現在）

小山市 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
（国ベース）

一般行政職 39.7 歳 301,100 円 332,598 円
技能労務職 54.9 歳 340,900 円 358,402 円
国 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 43.2 歳 327,564 円 408,868 円
技能労務職 50.9 歳 287,283 円 328,862 円
※給料は、職員の基本給のこと
※給与は、給料と諸手当の合計のこと

（3）職員の初任給の状況 （令和 3年 4月 1日現在）
区分 小山市 国

一般行政職
大学卒 182,200 円 182,200 円
高校卒 150,600 円 150,600 円

技能労務職 高校卒 135,900 円 －

（4）職員の期末・勤勉手当の状況 （令和 2年度実績）
管理監督職員以外 管理監督職員

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6月期 1.30 月分 0.95 月分 1.1 月分 1.15 月分

12月期 1.25 月分 0.95 月分 1.05 月分 1.15 月分

計 2.55 月分 1.90 月分 2.15 月分 2.30 月分

人件費　93億 6,974 万円

歳出額　868億 3,214 万円

歳出額に占める
人件費の割合
10.8％
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問環境課 
☎ 22-9286

増加傾向にあった家庭から出される１人１日当たりの可燃ごみの量は、平成 29 年度の 507g をピークに減少
していましたが、令和 2 年度は再度、増加してしまいました。これは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
ステイホーム等の取り組みにより、自宅にいる時間が増加したことが原因と考えられます。
市では、家庭から出される可燃ごみの量を１人１日当たり 400g にすることを目標にしています。
この量は下野市の国分寺南河内地区で平成 29 年度に達成していることから目標に掲げました。
ごみを減らすためには一人ひとりの協力が必要です。

 容器のリサイクル 

テイクアウトも増え、いろいろなものが自宅で食
べられるようになりました。そこで気になるのが、
容器です。プラマークがついた容器は、すすいだり
拭き取ったりして汚れを落とし、「プラ容器」の日に
出しましょう。ちょっとしたひと手間で可燃ごみを
減らすことができます。

 食品の食べキリ 

おなかがすいているときは、どれもこれも美味し
そうで、思わずたくさん買ってしまいがちですが、
食べきれなければ、ごみになってしまいます。　　
令和元年度に行った調査では、可燃ごみに含まれ
る「食べ残し」の割合は、１割近くありました。こ
れに手付かずの食品を加えた「食品ロス」は約 18％
にもなります。もったいないだけでなく、可燃ごみ
を増やす大きな原因にもなっています。
買いすぎを抑えて、食べキリましょう！

 紙は貴重な資源です 

ちょっとした紙類を「可燃ごみ」の日に出してい
ませんか？これらも、新聞・段ボール・雑誌・本・
などと同様にリサイクルできる大切な資源です。手
提げ部分が紙製の紙袋や封筒などに入れて、「紙・布
類」の日に出しましょう。

・ティッシュの箱（ビニールは取り除く）
・トイレットペーパーの芯
・お菓子などの空き箱
・牛乳パック
・包装紙　など

家庭から出された可燃ごみ
（１人１日当たりの量　単位：g）

 可燃ごみを減らしたい！ 

まずは、生ごみの
水切りから

雑紙は、
紙・布類の日に

食品ロスを
なくすために



　市役所内で昆虫が大好きなことから「ムシキング」
の愛称で呼ばれている市職員の山

やま

中
なか

隆
たか

寛
ひろ

さん。山中
さんが採取した昆虫標本が中央町にあるまちかど美
術館で 8月 17日～ 22日の期間展示されました。
　今回は夏休み期間中ということもあり、多くの子ど
もたちが来場しました。標本の展示だけなく、山中さ
ん自作のイラストや説明文もあり、楽しみながら昆虫
の生態を学ぶことができる企画展となりました。

◆小山市名物職員「ムシキング」開催

まちかど美術館　昆虫標本企画展

真剣な表情でカブトムシの標本を見つめています

　渡良瀬遊水地コウノトリ交流館では、夏休みを迎
えた子供向けに、渡良瀬遊水地に定着するコウノト
リのことをわかりやすくパネルにまとめた企画展
「なるほどコウノトリ展」を 8月 1日～ 19日まで
開催しました。開催期間中は 413 人の方が来館し
ました。
　これからも楽しい展示で皆さまをお迎えします。

◆夏休み応援企画！

なるほどコウノトリ展

　高松選手は小山市出身（豊田南小学校ー小山中学校）で、現在は日本体育大学に在学しており、「栃木レイカーズ」
に所属しています。第 16回夏季パラリンピック東京大会において、車いすバスケットボール日本代表は、銀メダ
ルを獲得しました。さまざまな困難を乗り越え躍動する姿に感動しました。
　おめでとうございます。
　今後も、高松選手を応援しましょう！

◆東京2020パラリンピック車いすバスケットボール

小山市出身の高
たか

松
まつ

義
よし

伸
のぶ

さんが銀メダル！
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問環境課 
☎ 22-9286

増加傾向にあった家庭から出される１人１日当たりの可燃ごみの量は、平成 29 年度の 507g をピークに減少
していましたが、令和 2 年度は再度、増加してしまいました。これは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
ステイホーム等の取り組みにより、自宅にいる時間が増加したことが原因と考えられます。
市では、家庭から出される可燃ごみの量を１人１日当たり 400g にすることを目標にしています。
この量は下野市の国分寺南河内地区で平成 29 年度に達成していることから目標に掲げました。
ごみを減らすためには一人ひとりの協力が必要です。

 容器のリサイクル 

テイクアウトも増え、いろいろなものが自宅で食
べられるようになりました。そこで気になるのが、
容器です。プラマークがついた容器は、すすいだり
拭き取ったりして汚れを落とし、「プラ容器」の日に
出しましょう。ちょっとしたひと手間で可燃ごみを
減らすことができます。

 食品の食べキリ 

おなかがすいているときは、どれもこれも美味し
そうで、思わずたくさん買ってしまいがちですが、
食べきれなければ、ごみになってしまいます。　　
令和元年度に行った調査では、可燃ごみに含まれ
る「食べ残し」の割合は、１割近くありました。こ
れに手付かずの食品を加えた「食品ロス」は約 18％
にもなります。もったいないだけでなく、可燃ごみ
を増やす大きな原因にもなっています。
買いすぎを抑えて、食べキリましょう！

 紙は貴重な資源です 

ちょっとした紙類を「可燃ごみ」の日に出してい
ませんか？これらも、新聞・段ボール・雑誌・本・
などと同様にリサイクルできる大切な資源です。手
提げ部分が紙製の紙袋や封筒などに入れて、「紙・布
類」の日に出しましょう。

・ティッシュの箱（ビニールは取り除く）
・トイレットペーパーの芯
・お菓子などの空き箱
・牛乳パック
・包装紙　など

家庭から出された可燃ごみ
（１人１日当たりの量　単位：g）

 可燃ごみを減らしたい！ 

まずは、生ごみの
水切りから

雑紙は、
紙・布類の日に

食品ロスを
なくすために
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1（月）・8（月）・15（月）・22（月）・25（木）・29（月）
※小山・間々田・桑分館は、毎週月曜日と3（水）・
23（火）・25（木）が休館になります

期　間　10月27日（水）～ 11月9日（火）
標　語　「最後の頁を閉じた　違う私がいた」

 第6回中央図書館まつり －仲間たちのあゆみ展－
日　時　11月3日（水）9時30分～ 16時 会　場　中央図書館　
◆展示「仲間たちのあゆみ展」
時　間　9時30分～ 16時
会　場　1階 児童開架室、一般開架室 内　容　各団体の活動紹介展示
◆おすすめ絵本の展示と読み聞かせ
時　間　9時45分～ 15時
会　場　1階　児童開架室おはなしコーナー　　
◆おとなのためのおはなし会
時　間　10時30分～ 11時30分 会　場　2階 視聴覚ホール　　
◆「地元絵本作家　大島英太郎　講演会」
時　間　13時30分～ 15時 会　場　2階 視聴覚ホール
講　師　大島 英太郎 氏（絵本作家）
演　題　 「絵本になった恐竜のはなし」
対　象　幼児（3歳以上）、小学校・義務教育学校の児童、一般市民
定　員　50人 参加費　入場無料
申込み　10月5日(火) ～電話（受付時間：9時～ 17時）
その他　講演終了後、サイン会を開催予定
◆おはなしウェンディ
時　間　15時30分～ 16時
場　所　1階 児童開架室おはなしコーナー
内　容　子ども向けおはなし会

中央図書館ホームページをご覧ください。

　これまで紹介してきた「私たち
にできること」のなかで、やって

みよう、始めてみようと思えた取組はありましたか？
　SDGsは、世界のすべての人が幸せに暮らし続けてい
くための、壮大な目標です。自分には関係がないと思
うかもしれませんが、その実現には、世界全体が力を
合わせることが必要です。一人ひとりの身近な行動が
積み重なり、それぞれが連携し合うことで、その効果
はより大きなものになっていきます。大切なのは、世
界や日本、地域で起こっている問題を知り、「自分のこ
と」として捉え、今できることは何かを考え、行動す
ることです。
「知っている」と「やっている」は、全く違います！
　SDGsの取組は、17個の目標すべてを考え、行動す

まとめ「持続可能な社会のためにできること」
～すべての目標はつながっている～

問 総合政策課
☎ 22-9352

QR

問中央図書館　☎ 21-0750

 11月の休館日

　

 2021年（第75回）読書週間のお知らせ
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　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。

・国際連合広報センターが公表している
「持続可能な社会のために　ナマケモノ
にもできるアクション・ガイド」（二次
元コード）にも、日常生活で誰でも簡
単に取り組めるアイデアが紹介されていますの
で、ぜひ、参考にしてみてください。

 おはなし会
名称（会場） 11月 開始時間

おやま分館ピッコロおはなし会(小山分館) 5日㈮ 11：00
ままだ分館おはなしかい（間々田分館） 9日㈫ 15：30
おはなしこんにちは 10日㈬ 10：30
おはなしウェンディ０・１・２ 17日㈬ 11：00
わくわくマルベリーおはなし会(桑分館) 20日㈯ 13：30
おはなしキャラバンたんぽぽ 20日㈯ 11：00
おこれんのおはなし会 21日㈰ 14：00
はなしのこべや　おはなしかい 28日㈰ 14：00

※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

る必要はありません。自分の興味や関心がある目標に
取り組めば、次から次へと関連する目標がつながって
いき、結果的に、多くの目標に取り組んでいくことに
なります。
　2030年、私たちの暮らす社会は、今よりも豊かで安
全・安心な社会になっているでしょうか。私たち一人
ひとりが、できることを、無理せず続けていくことが、
持続可能なより良い社会づくりの第一歩となります。



健康
メモ

ひとくち

問健康増進課　☎ 22-9520　高齢生きがい課　☎ 22-9616

Vol.4食べて･動いて･笑って･元気！フレイル予防【口の健康編】

歯周疾患検診を受けましょう！

歯周疾患検診の対象は 40・50・60・70・76 歳の
市民の方です（市民税特別徴収者を除く）
受診期間　　令和3年5月1日～令和4年1月31日
　　　　　　（76歳の方のみ、令和4年2月28日まで）
自己負担額　1,000 円（70・76 歳は無料）
◆受診券記載の医療機関にて受診してください

歯を失う原因の第１位は「歯周病」です。50歳以
上では、歯周病で歯を失う人が急増します。また、歯
周病は全身の病気の発症と悪化に大きく関係していま
す。初期は自覚症状が少なく、進行する前に発見し治
療を始めるには、定期検診がもっとも効果的です。

問健康増進課　☎ 22-9522

■肺　　歯周病菌などが気管支から肺に入り、誤
嚥性肺炎を引き起こします

■血管　インスリンの効き目を悪くして、糖尿病を
悪化させます

■関節　関節リウマチの発症の危険を高めます

■脳　　歯周病菌などが動脈硬化を悪化させ、脳
梗塞や認知症の原因になります

■心臓　動脈硬化の悪化が狭心症や心筋梗塞の原
因になります。また、歯周病菌などが感
染して細菌性心内膜炎を引き起こします

◆知っていますか？オーラルフレイル
　オーラルフレイルとは、噛んだり、飲み込んだり、話したりするための、口の機能が衰えることを指し、
早期の重要な老化のサインとされています。食生活に支障がでることや、滑舌が悪くなることで、人
と会うことや外出を避けてしまうことから、全体的なフレイル（高齢になって心身の活力が低下した
状態）の進行の前兆になります。

◆最近こんなことありませんか？
□ むせる・食べこぼす
□ 食欲がない・少ししか食べない
□ やわらかいものばかり食べる
□ 滑舌が悪い・舌が回らない
□ 口が乾く・ニオイが気になる
□ 自分の歯が少ない・あごの力が弱い
　 もしかしたらそれは、オーラルフレイルのサインかもしれません!

◆オーラルフレイル予防のために
❶ かかりつけ歯科医を持ちましょう
❷ 口の“ささいな衰え”に気をつけましょう
❸ バランスのとれた食事をとりましょう

令和3年度対象者の生年月日
40歳 昭和55年11月1日～昭和56年10月31日
50歳 昭和45年11月1日～昭和46年10月31日
60歳 昭和35年11月1日～昭和36年10月31日
70歳 昭和25年11月1日～昭和26年10月31日
76歳 昭和20年  4月1日～昭和21年  3月31日

広報おやま　2021.10 13
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子育て世帯向け
情報

問 健康増進課

　　　　　乳幼児健康相談　　
期　日　11月30日(火)
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　 電話（計測のみの方・相談ありの方）、

ネットから（計測のみの方）
10月29日(金)13:00 ～☎22-9525

　保育園(所)・認定こども園 令和4年4月入所　
　　  ・5月～ 9月までの予約申込み　  　

受付期間　 10月25日(月) ～ 11月5日(金)
平日8:30 ～ 17:15

受付場所
第一希望 受付場所

私立保育園・認定こども園 各保育施設

ひまわり幼稚園（保育認定） ひまわり幼稚園

楠エンゼル幼稚園（保育認定） 楠エンゼル幼稚園

公立保育所 市役所こども課
※申込みに必要な書類はこ
ども課または各受付場所
に設置

※令和4年4月からひまわり
幼稚園・楠エンゼル幼稚

　園は認定こども園に移行予定
問 こども課☎22-9614

相談・講座名（詳細は市ＨＰ） 日時 対象 申込

離乳食教室 11月25日(木)
9:30 ～ 11:00

離乳食中期(月齢の目安
は7･8カ月)の児とその
保護者

10月25日(月)8:30 ～
健康増進課☎22-9525

◆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、
　必要事項と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：oyamacity@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「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 佐

さ

藤
とう

 真
ま

梛
な

ちゃん（平和）
森
もり
下
した
 結
ゆい
葉
は
ちゃん（西城

南）

東
ひがしかわ
川 稜

りょう
ちゃん、司

つかさ
ちゃん（乙女）

西
にし
村
むら
 彩
ひか り

里ちゃん（城北）

≪すくすく写真館≫
お子さんの写真募集中

申込み
フォーム

YouTube市ホームページ
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プラスnformation

第29回おやまバルーンフェスタ

　　
日 時　11月 13日（土）・14日（日）
会 場　小山総合公園森のはらっぱ
内 容
・熱気球フライト
　　第1フライト　13日（土）7時
　　第2フライト　13日（土）14時 30分
　　第3フライト　14日（日）7時
・係留体験搭乗　8時 30分～ 12時 00分頃
（フェイスブックから事前
予約必須）

・おやまバルーンマルシェ
※風の影響や新型コロナウ
イルス感染状況により、
実施を見合わせる事があ
ります。facebookでご確
認ください

小山市・栃木市共催！
渡良瀬遊水地のヨシ灯り2021

　ラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」に生育する
ヨシを組み合わせて制作した「ヨシ灯り」を公園内
に並べ、展示・ライトアップします。ヨシ灯りから
もれる幻想的な光をお楽しみください。
日 時　10月 23日（土）・24日（日）
　　　　　16時 30分～ 19時
　　　　　【点灯式】23日（土）16時 30分～
　　　　　（雨天中止）
場 所　藤岡渡良瀬運動公園（栃木市藤岡町）

小山うどん 、ぜひご賞味あれ！ 開運小山うどん スタンプラリー

　開運小山うどん会の飲食店14店舗を対象としたスタンプラリーを実施します。
開催期間
10月 15日（金）～令和4年 1月 15日（土）

参加方法
①携帯電話・スマートフォン（二次元コード読み取り）
②スタンプカード（スタンプ押印）

応募方法
ステップ1　対象店舗で食事もしくはテイクアウトをする
ステップ2　お店の人からスタンプをもらう
ステップ3　スタンプを5つ以上集めて応募
※1店舗につきスタンプ1つ

≪総勢 30人に賞品が当たる !! ≫
【特賞】抽選で15人に当たる
・小山の特産品詰め合せ（5,000円分）
・うどんお食事券（1,000円分）

【Ｗチャンス】外れた人から抽選で15人に当たる
・うどんお食事券（1,000円分）

問おやまバルーンフェスタ実行委員会事務局
嶋田☎ 090-3577-4759 問自然共生課　☎ 22-9354

問商業観光課　☎22-9317

対象店舗一覧
①浅野屋茂兵衛（間々田）
②まちの駅思季彩館（中央町）
③がんこ庵（雨ヶ谷）
④桑の里元気うどん（飯塚）
⑤じねんじょの里（高椅）
⑥松隣そば店（中央町）
⑦久ヱ門（野木町野木）
⑧藤ヱ門本店（城北）
⑨藤ヱ門駅ビル店（城山町）
⑩藤ヱ門ハーヴェスト店（喜沢）
⑪藤ヱ門道の駅思川店（下国府塚）
⑫328Kitchen（横倉新田）
⑬めん坊（松沼）
⑭安田製麺所（城山町）

facebook

市ホームページ
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小規模特認校制度児童募集

　小規模特認校制度とは、「小さな学校で学びたい」「子どもを学ばせたい」という希望者に対して、一定の条件の
もと、通学区域にとらわれず、入学や転学を認める制度です。
　小規模特認校では、少人数のよりきめ細やかな学習や数多くの活躍の機会、小さな学校ならではの豊かな体験な
どが期待できます。
Qどこの学校で受け入れてくれるの？　
　以下の2校が対象です。
◆下生井小学校　所在地：下生井1546　　☎0280-55-0372
◆網戸小学校　　所在地：網戸1514　　　☎0285-45-1732
※詳細はホームページ参照

Q一定の条件ってなに ?
　①小規模特認校が実施する教育活動に賛同すること。
　②1年以上は許可校に通学すること。
　③通学は保護者の費用負担・責任とすること。

Q希望するにはどうしたらいいの？
　教育総務課にご連絡ください。制度の内容や学校見学の手順についてわかりやすく説明します。直接希望する学
　校に相談することもできます。

問教育総務課　☎ 22-9646

※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（9月 14日現在の情報です）

第67回小山市民文化祭の開催

第30回小山市文化振興大会（文化祭開幕祭）
日  時　10月 24日（日）10時～
会  場　文化センター・大ホール
内  容　ポスター展上位入賞者・
　　　　　文化協会功労者受賞者の表彰 ほか

第67回小山市民文化祭
期  間　10月 24日（日）～11月 23日（火）　　　　 
会  場　文化センター、中央公民館 ほか
舞台部門（発表会） 開催日 展示部門（展示会） 開催日 学校部門（展示会） 開催日
歌謡祭 10/30 ㈯ 書道展 11/  3 ㈬～  7 ㈰ 合同作品展（児童） 11/12 ㈮～ 14㈰
吟詠剣詩舞祭 10/31 ㈰

盆栽展 11/  4 ㈭～  7 ㈰
※会場：道の駅思川

合同作品展（生徒） 11/11 ㈭～ 14㈰
音楽祭 11/  7 ㈰ ※部門や開催日により観覧できる時

　間が異なります
※上記以外の行事は実施しません

邦楽祭 11/21 ㈰ 絵画展 11/  9 ㈫～ 13㈯
洋舞祭 11/23 ㈫ 写真展 11/19 ㈮～ 21㈰

問文化振興課　☎22-9662

豊かな体験活動（野鳥観察）
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インフォメーション

お知らせ

10月15日～ 21日は
「違反建築防止週間」  

問建築指導課　☎ 22‒9233
　所有する建物が、建築基準法の
ルールを守ったものであるか、点
検を心がけ、違反建築物のない住
みよいまちをつくりましょう。

令和3年分以降の
　年末調整説明会の
　　　　　　開催中止 

問栃木税務署　法人課税第一部門
☎0282‒22‒1805
　源泉徴収義務者を対象に、例年
11月に開催していた年末調整説
明会は、本年度より開催しません。
国税庁ホームページでの動画配信
などを予定しています。年末調整
に関する用紙やパンフレットは、
11月上旬に送付予定。

令和3年度小山市
戦没者追悼式の中止

問福祉課　☎ 22‒9612
　10月に開催を予定していた「令
和3年度小山市戦没者追悼式」は
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、中止します。

令和3年度おやま
　アグリビジネス
　創出事業の追加公募

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
①多様な事業者が連携する事業
②小山産の農畜産物などの農資源
を利用した事業であり、新しい商

品やサービス
③市税の滞納がない
④過去に当該事業の補助対象と
なっていない
※法人の場合は、役員が他法人ま
たは個人で、当該補助事業の補助
対象者となっていないこと（共同申
請者を除く）
補助限度額　50万円
補助率　2分の1以内
申 込　10月18日（月）まで

ふれ愛入浴サービス

問高齢生きがい課　☎ 22‒9617
　介助を伴って入浴のできるサー
ビスです。
日 時　
10月22日、11月26日、12月
24 日、令和 4年 1月 28 日、2
月25日、3月25日、4月22日、
5月27日　※毎月第４金曜日
時 間　10時～15時
場 所　「幸の湯」城山町2-5-21
電 話　25-0356
料 金　無料
対 象　①65歳以上の高齢者
　　　　 ②身体に障がいのある方
　　　　③上記の介護者

犯罪被害者等支援巡回パネル展

問市民生活安心課　☎ 22‒9282
　犯罪被害者等の置かれている現
状や被害者支援の必要性について
のパネル展示。
日 時　10月4日（月）14時～8

日（金）13時30分
場 所　市役所1階　多目的ス

ペース

ハナミズキ（自死遺族）の会開催

問福祉課　☎ 22‒9629
日　時　10月19日（火）14時～
場 所　市役所2階　大会議室2

対 象　
近親者だけではなく、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

おーバスがもっと便利に！

問都市計画課　☎22‒9293
　高岳線を増便、小山駅東口循環
線、小山駅東口・新市民病院循環
線の経路を変更しました。
　noroca がどなたでも購入でき
るようになり、スマートフォンを
使った定期券ができました。
日 時　10月 1日（金）～

家庭用苗木（ロウバイ）の無料配布

問公園緑地課
☎22‒9881　℻  22‒9685
日 時　11月 6日（土）
　　　　9時30分～11時30分
場 所　道の駅思川
対 象　市内在住の方
定 員　先着 200 人（1 人につ

き1本まで）
料 金　無料
申 込　11月 4日（木）まで
住所・氏名・電話番号を添えて①
～④のいずれかの方法で申込み
①郵送（〒323-8686　小山市中
央町 1-1-1）、② FAX、③電話、
④同課窓口（市役所4階）

国民年金　死亡一時金の請求

問国保年金課　☎22‒9416
問栃木年金事務所　
☎0282‒22‒4131
　国民年金保険料を36月以上支
払っていた方が、老齢基礎年金ま
たは障害基礎年金の支給を受けず
に亡くなった場合、同じ世帯に居
住する一定範囲の遺族は、死亡一
時金を受け取ることができます。
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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（9月14日現在の情報です）

募 集

地元企業とのマッチング会
　　　　 「ミニ面接会」

問工業振興課　☎22‒9399
日 時　10月6日（水）13時30

分～ 16時 30分
　　　　受付　13時～
場 所　文化センター　第一研修室
定 員　30人
申込み　ネット申請

認知症予防教室（ウォーキング） 

問高齢生きがい課　☎ 22‒9853
日 時　
10月29日～12月17日の毎週
金曜日（全8回）10時～11時30
分（初回のみ9時30分～）
場 所　ゆめまち
対 象　 65歳以上の方
定 員　10人
料 金　100円（テキスト代）
申 込　10月11日（月）～21日

（木）同課へ電話

からだスッキリ！運動教室

問健康増進課　☎22‒9520
・ヨガマットを使用したストレッ
チや筋力トレーニング
※ウォーキングに変更になる場合
あり
持ち物　ヨガマット、室内用運動

靴、飲み物、ウォーキ
ングシューズ

日 時　10月 21日、11月 4日、
11月25日、12月16日、
1月 13日、2月 10日、

　　　　3月 10日※各木曜日
時 間　13時30分～14時15分

14時45分～15時30分
場 所　健康の森さくら
　　　　※ウォーキングの場合は

思いの森
対 象　市内在住の40歳以上
　　　　※運動制限のある方は参

加できません
定 員　各回10人
料 金　無料
申 込　電話

ひきこもり本人同士の
　  居場所「ラルジュ」

問福祉課　☎ 22‒9858
　この居場所では、開所時間内で
あれば、いつ来ても、いつ帰って
もいい場所です。
日 時　月2回程度
※詳細は要問合せ
場 所　市役所4階　会議室402
料 金　無料
対 象　ひきこもり状態にある本

人
申 込　事前登録必須

令和3年度　第5回
一般公募普通救命講習会

問消防署　☎ 39‒6666
　AEDを用いた心肺蘇生法、異
物除去法、止血法などの講習を行
います。マスクの着用必須。
日 時　11月20日（土）9時30

分～ 12時 30分
受 付　9時～
場 所　しらさぎ館
料 金　無料
対 象　小山市または野木町に在

住、在勤、在学の中学生
以上の方

定 員　15人
申 込　10月15日（金）～31日

（日）　電話受付

令和４年度　公益財団法人
　栃木県育英会の募集

問栃木県育英会事務局　
☎028‒623‒3459　
℻  028‒621‒8821
対象者　

月額貸与奨学生・入学一時金奨学
生：令和4（2022）年度に進学予定
者
学生入寮者
①令和4（2022）年度に大学などに
進学予定者
②令和3（2021）年度に大学などに
在学、引き続き令和4（2022）年度
も在学見込者（契約期間は1年間の
みで、延長は不可）
定 員　高校：100 人、大学：

110人、青木（医）1人、
青木（大学）2人

募集期間　10月 1日（金）～11月
15日（月）

※詳細はホームページ

外国人児童生徒指導員
（会計年度任用職員）募集

問学校教育課　☎ 22‒9655
　市内小・中学校に在籍する外国
人児童生徒に学習支援する指導員
を募集します。

令和3年度小山市登録
手話通訳者認定試験 

問福祉課　☎ 22‒9624
問小山市聴覚障害者協会　
℻  37‒9755
試験内容
筆 記　小論文
実 技　①読取（読み上げ）②聞き

取り表現（日本手話・日
本語対応手話パターン
別）③場面通訳

面 接　※詳細は市ホームページ
日 時　12月11（土）9時30分～

15時
場 所　マルベリー館
申 込　11月11日（木）まで
市ホームページ・同課窓口にて「申
込用紙」を入手し、必要事項を記入
の上、小山市聴覚障害者協会内・認
定試験事務局（〒323-0012　羽
川86-15）へ郵送・持参・FAX
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インフォメーション

イベント・講座

第7回「10×15の世界
コンテスト展」作品募集

問車屋美術館　☎41‒0968
　オリジナリティのあるポスト
カードを募集します。
応募期間　11月 2日（火）～ 30日

（火）消印有効
応募規定　
（1）サイズ：はがき程度（10㎝×
15㎝）　
（2）点数：1人 1点まで　※作品
の返却なし
（3）記載事項：郵便番号、住所、
電話番号、氏名（フリガナ）、年齢
（学生は学校名・学年）、作品の上
下　
（4）テーマ、素材、技法：自由
賞 　入賞5点、入選24点　　
表 彰　令和4年1月15日（土）
※ 1月初旬に市ホームページで
発表
作品展示　令和4年1月15日（土）

～30日（日）
応募方法　郵送または持参
送付先　〒329-0214　乙女3-
　　　　10-34　車屋美術館
　　　　「10×15の世界コンテ

スト展」係

スタディプログラム
アーティスト作品展示 

問車屋美術館　☎ 41‒0968
　3人のアーティスト、タムラサ
トル（現代美術家）、木村俊也（彫
刻家）、前田恵理子（靴下作家）の
作品を展示します。
会　期　11月 6日（土）～ 12月

12日（日）
休館日　毎週月曜、11 月 24 日

（水）・26日（金）
開館時間　9時～17時
　　　　（入館　16時30分まで）
料 金　無料

スタディプログラム
　　　ワークショップ

問車屋美術館　
☎ 41‒0968　℻  41‒0922
d-kurumaya@city.oyama.

     tochigi.jp
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）
日 時　11月6日（土）・7日（日）・

13日（土）・14日（日）
　　　　 13時～15時
場 所　車屋美術館
対 象　小学3年生～中学生
定 員　若干名
費 用　2,500円（材料費込み）
②「木を彫る、葉っぱのレリーフ」
講師：木村俊也（彫刻家）
日 時　11 月20 日（土）・21 日

（日）10時～15時　
場 所　博物館
対 象　小学5年生以上
定 員　若干名
費 用　1,500円（材料費込み）
※①・②ともに全日程参加するこ
とで作品が完成
申 込　①・②とも電話・FAX・

メール

おやま市民大学講座
　　　　自分史を書く

問生涯学習課　☎22‒9665
日 時　11 月 29 日、12 月 20

日、令和 4 年 1 月 24
日（各日月曜日・全3回）

時 間　14時～16時
場 所　中央公民館・第一研修室
定 員　14人（最小催行人数6人）
料 金　500円
申 込　10月 1日（金）～ 22日

（金）
　　　　  インターネット・電話

ふれあい
健康センター講座

問ふれあい健康センター　
☎30‒3700
定 員　10人程度
講座名（日時）
ヨガ講座（毎週火曜日10時～）
ヨガ講座（毎週水曜日11時～）
太極拳　（第2・3・4水曜日14時～）
場 所　ふれあい健康センター
料 金　500円／1回（入館料込）
申 込　事前申込不要

11月の定例観望会

問博物館　☎45‒5331
「アンドロメダ座をみつけよう」
～木星をみよう～
　ほっしー★OYAMA号での天
体観望会。
※曇りや雨の場合は中止。実施時
刻の1時間前に電話・ホームペー
ジ・Twitter 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　11 月 13 日（土）18 時

～ 19時
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　
　　　　10月 9日（土）9時～

豊田ふれあいコンサート

問豊田公民館　☎37‒1002
　知久絵里香氏・上保朋子氏の
デュオ　クロマテックによる「ピ
アノとバイオリンによる名曲コン
サート」
日 時　10月24日（日）　
　　　　14時～15時30分
場 所　豊田公民館

※「小学生」には義務教育学校1～ 6年生、
　  「中学校」には義務教育学校7～ 9年を含みます
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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（9月14日現在の情報です）

対 象　市内在住・在勤者
定 員　50人
料 金　無料
申 込　10月11日（月）～電話・窓口

うたってあそぼう！
　　特別版　振替公演

問文化センター　☎22‒9552
日 時　12月 5日（日）
　　　　開場10時 30分
　　　　開演11時
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席指定　
　　　　親子ペア1,200円　
　　　　1人追加　 600円

手作りビーズ
　アクセサリー教室

問生涯学習センター　☎22‒9111
日 時　11月 5日・12日・26

日（全3回）各金曜日
　　　　19時～ 20時 30分
場 所　生涯学習センター
料 金　3,000円（※教材費別途

必要。1,000円～）
定 員　10人
申 込　10 月 5 日（火）10 時～

電話、同センター窓口

ベビーマッサージ教室

問生涯学習センター　☎22‒9111
日 時　11月 22日・29日、
　　　　12 月 13 日・20 日（全

4回）各月曜日
　　　　11時～ 12時
場 所　生涯学習センター
料 金　4,000円
定 員　10 組（赤ちゃん 1人と

保護者2人まで）
申 込　10 月 5 日（火）10 時～

電話、同センター窓口

消しゴムハンコ教室

問生涯学習センター　☎22‒9111
講 師　岡本順子先生
日 時　11月10日・17日・24

日（全3回）各水曜日
13時30分～15時

場 所　生涯学習センター
料 金　1回3,000円（初回のみ

教材費込み5,000円）
定 員　10人
申 込　10 月 5 日（火）10 時～

電話、同センター窓口

クラフト館ワークショップ教室

問クラフト館　☎32‒6477
講座名 日時 料金

おりリン・紙ラ
フィアで作る
マスクケース

10月9日㈯
13：30～ 1,000円

間々田組紐の
組みひもスト
ラップ、ブレス
レット作り

10月16日㈯
13：30～

大人
1,000円
子供
600円

ハロウィン　
ラムねこコウ
モリを作ろう

10月20日㈬・
27日㈬
10：30～

各日
　500円

木ノ実を楽しむ
ハーバリウム

10月21日㈭
10：30～ 1,200円

※事前予約優先。キャンセルは2
日前まで可。詳細は要問合せ
場 所　クラフト館
申 込　10月 6日（水）～

ゆめまち
10月のイベント

問ゆめまち　☎27‒9935
①「おはなしびっくり箱（未就学
児）」
10 月 19 日（火）10 時 30 分～
11時
② 「みんなのラジオ体操（上履き
必須）」
10 月 23 日、11 月 27 日、12
月25日、1月22日、2月26日、
3月 26日各土曜日

初心者向けの
スマートフォン教室

問テレビ小山放送㈱　☎23‒2220
問情報政策課　☎23‒9343
　これからスマートフォンを始め
たい方、SNSや地図アプリなどの使
い方を知りたい方、基本から応用ま
でを学ぶ講座です。

会場 日時

文化センター 10/6㈬ 9：30、
13：30

おやま～る 10/10㈰ 9:30

ゆめまち 10/27㈬
9:30、
13：30、
15：00

大谷公民館 11/5㈮ 9：30
しらさぎ館 11/12㈮ 9：30
生井公民館 11/17㈬ 9：30
寒川公民館 11/22㈪ 9：30
中公民館 12/6㈪ 9：30
穂積公民館 12/9㈭ 9：30
豊田公民館 １/7㈮ 9：30
マルベリー館 1/13㈭ 9：30
絹公民館 1/19㈬ 9：30

定 員　各回8人
料 金　無料
※各回とも 2時間、講習内容が
異なります。10月 27 日（水）の
午後の講習のみ各回1時間です
※詳細はチラシ・ホームページ参
照
申 込　応募フォーム・電話
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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 13㈯･17㈬ 10:00 ～12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：13㈯市役所1階 多目的スペース、
17㈬市役所2階 市民相談室

市民生活安心課
☎22-9282

登記相談 11月はありません 司法書士、土地家屋調査士
※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

家庭内困りごと相談 21㈰ 13:30 ～16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は11月1日（月）～

税金なんでも相談 11㈭ 13:30 ～15:30 税理士※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

不動産相談 11月はありません 宅建協会員
※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

行政書士専門相談 17･24㈬ 10:00 ～12:00 行政書士（相続・遺言・許認可等）※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

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

FPによる納税相談 27㈯ 9:00 ～12:00
13:00 ～16:00 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 9㈫ 10:00 ～14:00 交通事故相談員 県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 12㈮ 10:00 ～15:00 人権擁護委員　※予約不要場所：市役所6階　相談室6B
人権・男女共同参画課
☎22-9292

こころの相談 9㈫ 10:00 ～12:00 精神科医師 福祉課
☎22-9629

心配ごと相談 2･16･30㈫ 10:00 ～15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※2･16･30㈫は電話相談可（30分以内）

社会福祉協議会
☎22-95019㈫ 13:00 ～15:00

精神保健福祉相談 11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 22㈪ 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 6･20㈯ 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 21㈰ 9:30 ～12:30 ※予約は11月1日（月）～ 市民生活安心課
☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 26㈮ 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 9㈫ 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 4㈭ 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
）

11
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）

※面談方式の相談について、新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止や延期になる場合が
ありますので、お電話等でご相談ください
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一次救急
医療機関

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
②⑤ ③⑥ ①⑤ ②④ ①⑥ ③⑤

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

  夜間休日急患診療所
場所 健康の森　さくら（神鳥谷 2251-7）
 【健康医療介護総合支援センター】
 ☎ 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 健康の森　さくら（神鳥谷 2251-7）
 【健康医療介護総合支援センター】
 ☎ 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

11
月

救急車を呼ぶ？病院に行くか？迷ったときは
とちぎ子ども救急電話相談 #8000
とちぎ救急医療電話相談（概ね15歳以上） #7111

新型コロナウイルスに関する相談について
受診・ワクチン相談センター ☎0570-052-092

（初期）

10 月は食品ロス削減月間です
　本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品ロスは、年間約 600万ト
ンと推計されており、国民一人当たりにすると、毎日おむすび 1個分のごはんを
捨てていることになります。小山市内で調査した結果、年間 20
億円にも相当する食品が捨てられているとの試算もあります。
　食品ロスを減らす『3きり運動』を心がけましょう。

問 環境課
☎ 22-9286

料理はおいしく『食べきり』 食材はムダなく『使いきり』 生ごみはギュッと『水きり』
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今月の表紙は、菊花大会を主催している
小山晃思会会長の白石さんです。

白石さんのインタビュー記事は P5に
掲載しています。

この秋は伝統ある菊花大会に
足を運んでみてはいかがでしょうか。

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）
　https://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 LINE

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
　10月31日㈰ 8:30 ～17:15（納期直前の日曜日）

今月の 1枚

「小山晃思会」

10月の納期　納期限11月1日㈪
市県民税…………………3期分
国民健康保険税…………4期分
介護保険料………………4期分
後期高齢者医療保険料…4期分
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■市の人口：167,718 人（10 減）、男性 85,068 人（1 減）、女性 82,650 人（9 減）、世帯数 71,896（36 増）（9 月 1 日現在）令和 3（2021）年 10 月 1 日発行

主催：マネースクール 101 事務局　協力：嶋田商事㈱

● NISA や iDeCo は何がどれくらい得？ ● NISA、新 NISA
のロールオーバーとは？ ● 世界経済や資産運用の基礎知
識 ● 良い投資信託の選び方  ● 自分に合った制度と選び方 

セミナー日程 　　　　　　　　定員：各回先着 20 名、お飲物付き

マネースクール 101 事務局 ☎03-3664-4688

uts@r.ms101.jp 0120-573-188
セミナー希望日時 /〒/ 住所 / 氏名 / 年齢 /TEL/ 同伴者名

（宇都宮市花園町 3-2）

メール FAX
メールまたは FAX にて受付いたします。（メールは空メール送信）

小山市立生涯学習センター

10/28
10/29
10/30

（木）
（金）
（土）

18:30 ～ 20:30

14:00 ～ 16:00

10:30 ～ 12:30

宇
都
宮

小
山 （小山市中央町 3-7-1 ロブレ 6F）

ホテル東日本宇都宮
（宇都宮市大上曽町 492-1）

10:00 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00
10/22
10/23

（金）
（土）

申
込
方
法

 NISA　iDeCo の
　    メリット＆デメリット

初心者向けマネー基礎講座 開催

【お問い合わせ】

お金の貯め方

＆殖やし方を
学ぼう！

参加無料参加無料

QR

広 小山市

スタッフ用 QR

ゴンドラ
往復料金

【大人】
￥1,700￥　　　　1,600
￥900 ￥　　　　850

【子供 / ペット】

マウントジーンズ那須ゴンドラ
〒329-3223 栃木県那須郡那須町大字大島 TEL:0287-77-2300

「マウントジーンズ那須ゴンドラ」
特別割引券のご案内
「マウントジーンズ那須ゴンドラ」
特別割引券のご案内

【営業期間】 2021年 9月 18日 (土 ) ～ 11月 7日 (日 )　
【営業時間】 8:30 ～ 15:00( 下り最終 15:30）

深紅に染まる
秋の那須平原
深紅に染まる
秋の那須平原

※天候や外部環境の影響により予告なく
　営業期間・内容が変更になる場合があります。

※本券１枚で５名様まで有効

※他の割引・サービスとの併用不可。
※チケットご購入時にご提示ください。

※子供：３歳～小学生

12～19歳の新型コロナワクチン接種（保護者の同伴、署名）について

12歳（小学生） 12～ 15歳（中学生） 16歳～ 19歳

保護者の
同伴の有無 同伴必須 同伴必須 同伴なし

※可能な限り同伴

予診票への
保護者の署名 必須 必須 必要なし

※新型コロナワクチンを接種する前後は、2週間以内に他の予防接種を受けることはできません
※12～ 15歳の方については、母子手帳をお持ちください
※満12歳の誕生日の前日から接種を受けることができます。接種券は、誕生日の翌月中旬に発送します
　早めに接種券が必要な方は小山市新型コロナワクチン予約・相談コールセンターにお問合せください
※小山市立小・中・義務教育学校では、児童・生徒が授業日に新型コロナワクチン接種を受ける場合は「出席停止・忌引き等」
の扱いとなり、「欠席」にはなりません

新型コロナワクチンQ＆Aサイト

問合せ先
◎小山市新型コロナワクチン予約・相談コールセンター　（8時30分～20時）
　☎0285-22-9899　☎0285-22-9492　☎0285-22-9309
　おかけ間違いのないようこ注意ください

ワクチン接種後に感染した例もありますので、マスク着用など感染拡大防止にご協力をお願いします

強い感染力を有する「変異種」に対応するための感染対策
①マスク着用　②手洗い　③「密」の回避
基本的な感染対策の徹底をお願いします
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