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繋が
っているよ

2022

Coming of age ceremony

どん
な時も繋がっているよ 　1 月 9 日（日）、令和 4 年成人

式が感染症対策を講じながら、市
内中学校および義務教育学校で行
われました。
　今回対象となった成人は市内
外在住者約 1700 人。そのうち
1210 人が式典に出席しました。
当日は色鮮やかな着物や羽織袴、
真新しいスーツに身を包み希望に
満ちた表情で市長の祝辞を聞いて
いました。

　私たちは東日本大震災を経験しました。
仲間と励ましあい、先生や家族、地域の
方に支えていただきました。ともに困難
を乗り越えようと努力し、お手本となる
先輩方が私たちの周りにいました。今度
は私たちが支える立場です。地域や家族
のために、これからどのように社会に貢
献しどのような人生を歩むか、できるこ
とは何か考えて行動していきたいです。

乙女中　　伊
い

藤
とう

　丈
たけ

留
る

代表者の声（抜粋）

今月の表紙は、間々田中学校で撮影した
ご家族の一枚です。
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　新成人としてこれからの時代を支え
ていかなければならないという責任の
重さを感じています。
　私達が成人を迎えることが出来たの
は、両親や家族、中学校の先生方、桑
地区にお住いの皆様、多くの方々に支
えていただいたおかげです。この感謝
の気持ちと新成人としての決意を胸に、
これからを歩んでいくことを誓います。

桑中　　三
み

ツ
つ

森
もり

　晃
こう

希
き

　大学進学後に一人暮らしを始め、家事
や仕事の大変さと両立していくことの難
しさを知りました。それと同時に、約18
年間育ててくれた親に対して、自然と、
心の底から感謝をするようになりました。
　今でも喧嘩をすることはありますが、
親に対する感謝の気持ちは、常に心の中
にあります。これからは、恩返しをする
ことができればと思います。

小山第三中　中
なか

村
むら

　優
ゆう

作
さく

小山市公式

＃小山の魅力　で
投稿された写真を見る
ことができます。

小山の魅力

代表者の声（抜粋） 知り合いが
載っている
かも！
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11. その他
14％

10. タイ
3％

9. インド
5％

8. ネパール
5％

7. 韓国
6％

6. 中国
8％

5. パキスタン
9％

4. ベトナム
10％

3. フィリピン
11％

2. ペルー
13％

1. ブラジル
16％

多文化共生社会を目指して
「多文化共生」とは、「国籍等の異なる人々が、互いの文化
的差異を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社
会の構成員として共に生きていくこと」とされています。(出
典：総務省「地域における多文化共生推進プラン」)
そこで、国際政策課から多文化共生について皆さんに知っ
ていただくことで、小山市に住む外国人の皆さんをもっと身
近に感じていただきたいと考え、「多文化共生社会を目指して」
をテーマにお届けします。
現在、小山市には約 7000 人、全人口の約 4％ほどの外国
人が住んでいます。これは、人口・割合ともに県内第２位の
数値となります。
国は、外国人材の受け入れを基本的な方針として示してお
り、新型コロナ終息後には再び地域で暮らす外国人は、増加
していくことが予想されます。
今回は、実際に市内に住んでいる外国人の方と座談会を開
催したのでその様子をお伝えします。

栃木県：住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数
（令和 3年 10月末時点）

栃木県 小山市

外国人人口 42,146人 6,846人

総 人 口 1,902,838人 160,765人

割 合 2.21% 4.25%

国籍別外国人割合

異なる 文化を分かち合い異  文化

共 に    生きるまち共     生

㈱エフライン
　竹
たけ
本
もと
　真

まな せ
誠さん

㈱エマール
　川
かわ
名
な
　美

み
香
か
さん

㈱ RICH　HILLS
　ネウパネ　カピル
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小山市に住むきっかけを教えてください。
竹本　私は７歳の時に、両親の出稼ぎで小山市にきました。父が

小山市は住みやすいということで小山市を選んだようです。それ

から、ずっと小山市に住んでいます。

川名　私は白鴎大学に留学したことがきっかけで小山市に住み、

住み始めて８年目になります。大学卒業後、小山市から離れたこ

とがありましたが、小山市に戻ってきました。ご縁があるみたい

です。

カピル　親戚が栃木市にいたため、栃木市を留学先に選び２年間

日本語の勉強をしていました。その後、宇都宮市の専門学校に通

うため２年間宇都宮市に住み、栃木市に戻ることも考えましたが、

東京へのアクセスのいい小山市に住むことに決め、それからずっ

と小山市に住んでいます。

日本にどのようなイメージをもっていましたか。
竹本　日本は進んでいると周りから話を聞いていたので、日本人

はみんなお金持ちだと思っていました。

川名　歩くスピードが速い、お辞儀が深いという勝手なイメージ

を持っていました。実際に日本に来て、歩くスピードは速いと思

いました。時間に正確な日本人の性格がでていると感じました。

ベトナム人は、マイペースな国民性なので驚きました。深いお辞

儀も海外にはない文化ですね。

竹本　ペルーでも、目上の方に深くお辞儀をしたりしないですね。

握手が多いですね。

カピル　日本人はすごく優しくて、世界で一番安全安心でビルが

高いというイメージを持っていました。飛行機の中で、日本を見

たとき家も小さく違うところに来てしまったかと、心配になって

しまいました。実際に日本にきたら、道がきれいで皆さん優しい

ため驚きました。日本人は何か間違ったらすぐに謝る文化があり

ますが、そこまでする必要がないと思います。今はこれが日本の

文化だと理解することができました。日本でアルバイトをしてい

たとき、タイムカードの時間が１分過ぎただけで遅刻になってし

まったことには、とても驚きました。この文化があるから日本は

世界一安全安心だとわかりました。

日本人のここがへんだと思うところはありますか。
カピル　変だということではないですが、日本人はお金とものを

大事にしていますね。

川名　日本人は、発言に対して保険をかけるところが変だなと思

います。テスト勉強を例にすると、勉強していないと言っていた

友人の方が私よりテストでいい点を取っていたりしますね。勉強

していたなら、そう言ってもらいたいですね。日本人の本音と建

前は今でも変だなと思います。

竹本　私は政治についてですね。政治に関心がないのになにかあ

ると文句を言うところは変だと感じます。

川名　それは私も同じように思います。日本人はもっと政治に関

心をもった方がいいと思います。

日本に来て嫌な思いをしたことはありますか。
カピル　日本語で話しかけても、英語はわかりませんと言われた

り、わざと大きい声をだして話されたりすることもありました。

私は日本語で話しているのに・・・・。と残念な気持ちになりま

した。

川名　嫌な思いとまではいきませんが、合わない文化だなと感じ

たことは、「ありがとう」より、「すみません」を使う日本人が多

いことです。「すみません」と言っていますが、本当に「すみま

せん」と思っているのかな。と感じることが多いです。私として

は、「ありがとう」と言われる方が嬉しいし、気持ちがいいです。

前に「すみません」を言わないことに対して、周りの日本人に

もっと謙虚になったほうがいいよ、と言われることがあったので

すが、「すみません」を言わないから謙虚じゃないのではなく、

捉え方の違いだから仕方ないことなのに、と思ったことがありま

した。私は日本の企業・組織の中で働いているので、日本の文化

に合わせることは大切なことだと感じました。ただ、今後グロー

バル化が進む中で文化の違いも、柔軟に考えていけるようになる

といいと思います。

竹本　川名さんの話に繋がりますが、小学生のころ、同じことを

しないと仲間外れにされることがありました。日本人に合わせる

ことでいじめられないと気づいたのは中学生のときでした。それ

からは、いじめが減りました。小さい頃は特に日本人と見た目や

言葉すべてが違うので、目立っていたのも原因かなと思います。

ペルーでは、いろんな人種のクラスメートがいることが当たり前

だったので、仲間外れにされる原因が理解できなかったですね。

㈱エフライン
　竹
たけ
本
もと
　真

まな せ
誠さん

川
かわ

名
な

　美
み

香
か

さん（出身国：ベトナム）
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ネウパネ・カピルさん（出身国：ネパール）

 宇都宮大学の皆さんと協力して作成した

 「やさしい日本語で伝える、税金のお知らせ」 
学生の声

・「滞納」という意味の捉え方について、遅れてもいつか
払えば良いものという認識だったが、「期限内」という
ことの大切さを学んだ。

・「送金」という概念が日本にはあまりないので、外国の
文化や慣習を知る一つのきっかけとなった。送金を優先
してそれが滞納につながってしまうことも初めて知っ
た。

・動画で特に力を入れた部分は「イラスト」で、対話形式
になっているところも注目して見て欲しい。

・インタビューしてみて外国人が思ったよりも日本語が話
せる人が多く驚いた。

外国人も住みやすい街にするためには

どうすればいいですか。
川名　外国人が地域を移動する理由の一つは仕事です。仕事を理

由に住み始めた地域にどうやったら長く住んでもらえるかを考え

ることが大切だと思います。日常生活の中でどうサポートしてあ

げればいいかをもっと考えてほしいです。日本も地域によって文

化もルールも違うと思います。外国人が間違ったことに対して、

怒るだけでなく正しいルールを教えてあげてほしいです。外国人

もわざと間違えているのではなく、知らないから間違えてしまい

ます。周りに住んでいる日本人が教えてあげることができれば、

住みやすい街になると思います。あとは、外国人の行くところは

限られているので、そういったところで外国人向けのポスターな

どの情報発信を増やすことで、そこに行った外国人はアットホー

ムな気持ちになり、住みやすいと認識してくれると思います。

カピル　小山市にもいろんな国から来た外国人が住んでいると思

います。文化も違いますから、お互いのことを理解しながら、お

互いの気持ちをなんとかわかってもらえば両方がよくなっていく

と思います。私は飲食店を経営していますが、日本人は美味しく

ないものでも美味しいと言ってくれます。正直に日本人にはこう

いう味の方が良い、といったアドバイスをもらった方がうれしい

です。ネパール人が一番大切していることは気持ちです。例えば、

「大変ですね」「大丈夫ですか」と声をかけてくれるだけで、その

気持ちだけで、私たちも何かしてあげないといけない気持ちにな

ります。外国人だというだけで差別しないで、コミュニケーショ

ン、挨拶をしてくれるだけで、心を開いてくれる外国人は多いと

思います。外国人が住みやすい街にするためには、住みやすい街

づくりを市民ひとり一人からやることも大切なことですが、市役

所が先頭に立って街づくりをしてもらいたいと思います。

竹本　外国人は仕事を求めて日本に来ている方が多いので、職場

の確保や労働環境の改善を行ったほうがいいと思います。ニュー

スでも取り上げられることも多いですが、いまだに低賃金で重労

働の事業者が多いです。外国人が住みやすい地域環境があっても

仕事がなければ長く住むことはできないですし、両方ないと住み

やすい街にならないと思います。外国人は自治会問題もあると思

います。外国人が自治会に入れない、入りにくいといった問題で

す。地域で外国人だけの自治会もあっていいと思います。ある程

度、地域を知っている外国人、日本語が理解できる外国人を会長

にして、外国人の意見をまとめた上で市役所などに意見を提出す

る。外国人だけでも日本人と同じようなことができるように柔軟

に対応していくことも大切だと思います。繋がりをつくる上でも

自治会のような仕組みは必要で、外国人にもあるといいなと思い

ます。

竹
たけもと

本　真
まなせ

誠さん（出身国：ペルー）

市では地域と連携しながら、日本人・外国人双方が
住みやすいまちづくりを目指していきます。
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ケアンズ市は、オーストラリア大陸の北東岸にある
クイーンズランド州の北部に位置し、市の面積は 1,687
平方キロメートル、人口は約 16 万人です。北西には「世

界最古の熱帯雨林」、東には「世界最大のサンゴ礁地帯であるグレート・バ
リア・リーフ」があり、それぞれ世界遺産に登録され、有名な観光地とし
て知られています。
平成 18（2006）年 5月「小山市・ケアンズ市姉妹都市締結派遣団」がケア
ンズ市を訪問し、両市は正式に姉妹都市となりました。

　紹興市は、中国浙江省東北地域の中心部に位置し、市の
面積は 8,256 平方キロメートル、人口は約 505.7 万人です。
紹興酒の産地として、広く海外に知られているだけでなく、
古くからシルクの産地として有名であり、中国最大の紡績市場があります。
　平成 21（2009）年 10 月、「小山市・紹興市友好交流関係都市締結訪問団」が紹
興市を訪問し、両市は正式に友好交流関係都市となりました。
　このほかにも、本渓市と友好交流都市を締結しており、交流を進めていきま
す。

オーストラリア

ケアンズ市

中 国

紹 興 市

令和 3年 9月 30日、姉妹都市締結
15 年を記念しオンラインで式典を行
いました。両市長がスクリーン越しに
握手を交わし、姉妹都市としての深い
絆を再確認しました。

紹興市から新庁舎落成のお祝いと
して、掛軸が寄贈されました。
掛軸に書かれている言葉は

「友誼長存」（友情は永遠に）

小山市
姉妹・友好都市
令和３年度、交流のあった姉妹・

友好都市を紹介します。

ケアンズ市の海岸や近くの島々では、
ウミガメと出会うことができます。

紹興市にある府山公園は、春秋時
代の越国にあった城壁が残されて
おり、「臥薪嘗胆」などの有名な故
事成語が生まれた場所です。
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問 選挙管理委員会
☎ 22-9481 政治に関心を持ち、投票に行こう！

 明るい選挙ポスターコンクール入賞者 

入賞作品は、こちらからご覧になれます。

■「明るい選挙」とは
　1人でも多くの有権者が投票に参加し、買収等
の違法行為をなくして選挙がきれいに行われる
ことにより、私たちの意志が政治に正しく反映
される選挙のことをいいます。

■投票率の向上を目指しています
　小山市選挙管理委員会では、小山市明るい選挙推進協議会（明推協）や、白鷗大学生によ
る選挙啓発サークルと連携・協力し、投票率向上のため啓発活動などを行っています。

■投票立会人を経験してみましょう
　選挙を身近に感じていただくため、投票立会人になっていただく方を募集してい

ます。
　この制度に応募いただき、令和 2年 10 月 31 日に行われた
衆議院議員総選挙で、自身が住んでいる寒川地区の期日前投票
の投票立会人として初めて従事した安

あ

達
だち

晃
こう

太
た

さん（19歳）に、
応募の理由と従事した感想をお聞きしました。
　安達さんは、市選挙管理委員会や明推協に携わっている祖母
の影響で、選挙に興味を持ったそうで、候補者の街頭演説を聞
くうちに選挙を肌で感じたいと思い、応募したそうです。
　投票立会人を経験して、「老若男女問わずできるので若い人に
ぜひ応募してほしい！と感じた」と話してくれました。

県入選
小
お

島
じま

　一
いち

花
か

さん（旭小 2年）
山
やま

中
なか

　美
み

佳
か

さん（小山第一小 2年）
谷
や

田
た

部
べ

真
まさ

輝
き

さん（小山城東小 3年）
青
あお

木
き

　　瞳
ひとみ

さん（小山第三中 2 年）

県佳作
矢
や

吹
ぶき

　虹
に

心
こ

さん（乙女小 1年）
藤
ふじ

井
い

　玲
れ

音
お

さん（小山城南小 3年）
谷
や

田
た

部
べ

真
ま

愛
な

さん（小山城東小 4年）
荒
あら

井
い

　美
み

南
な

さん（東城南小 5年）
岸
きし

　　遼
りょうた

汰さん（穂積小 5年）
小
こ

谷
や

野
の

蒼
そう

佑
すけ

さん（大谷東小 5年） 
五
い が ら し

十嵐　央
ちか

さん（羽川小 6年）
石
いし

島
じま

　未
みの り

愛さん（羽川西小 6年）
長
おさ

田
だ

久
く

瑠
る

海
み

さん（東城南小 6年）
鈴
すず

木
き

　夏
なつ

陽
ひ

さん（小山第一小 6年）
岸
きし

　　歩
ほのか

花さん（小山第三中 3 年）

県優秀賞

坂
さか

本
もと

　龍
りゅうのすけ

之介さん
（小山城南小 3年）

中
なか

塚
つか

　慶
けい

志
し

郎
ろう

さん
（大谷東小 6年）
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シリーズ

小山の歴史

№ 206

　琵琶塚古墳は、下
しもつけぬのくに

毛野国の中心地が思川筋に移り摩利支
天塚古墳に次ぐ２代目の王墓と考えられます。両古墳が築
造された両河川が合流するこの地は、肥沃な大地による低
地開発によって生産力を高め、物流の要となる河川を抑え
ることを可能としています。そのような、立地条件下にみ
られる王の支配力を裏付けるのは、両古墳から東へ約600
ｍ先の思川右岸の台地上にある飯塚古墳群の存在でありま
す。飯塚古墳群は、これまでの発掘調査で19基の古墳が
確認されており、古墳群の形成は５世紀末から7世紀の前
半ごろまで、規模が小さい前方後円形の古墳が多く築造さ
れていることや、石室に納められた副葬品や、墳丘に配列
された埴輪などの出土品からも、下毛野国の２代の王につ
かえ、その権力を支える中心的な役割を担った集団の墓域
であったと考えられます。
　琵琶塚古墳の調査は、古墳の実態把握と保存を目的とし
て、昭和53（1978）年・54（1979）年に範囲確認の調
査が行われ、二重に周堀をめぐらす栃木県下最大級の前方
後円墳であることが分かりました。その後も、史跡整備に
必要となる情報を得るための調査を平成2（1990）年・
平成25～30（2013～2018）年には、地中レーダー探
査も併用し行いました。その結果、総長200.6ｍ、墳長
124.8ｍ、前方部2段築成、後円部3段築成の前方後円
墳であることがわかり、墳丘の1段目テラス面と、後円部
の2段目テラス面で埴輪（円筒）列が確認されました。墳
丘1段目は広い平坦面（テラス面）が設けられていること
から、後の「しもつけ型古墳」にみられる「基

き

壇
だん

」の初現
と考えられています。外堀では、前方部の東側と南側の一
部が途切れることが確認され、中堤では、前方部西側の上

面で円筒埴輪列、前方部前端付近の周堀から形象埴輪（人
物・馬・盾などの破片）が出土していることから、中堤上
に形象埴輪があった可能性があります。
　埋葬施設については、石室の構築位置が変則的なのか平
成30（2018）年までの調査において位置を確認すること
ができず、後円部の墳長を調査した状況から埋葬施設は竪
穴系ではなく横穴式石室である可能性があります。
　なお、平成30（2018）年に「国史跡　摩利支天塚・琵
琶塚古墳資料館」が開館しました。令和2（2020）年度
から継続して古墳の整備工事を実施しています（※3月中
旬ごろまで一部整備工事により見学ができない場所があり
ます）。
　これを機に、古代のロマンに想いを馳せに訪れてみては
いかがでしょうか。　小山市教育委員会学芸員　栗原　淳

「国史跡　摩利支天塚・琵琶塚古墳資料館」
小山市大字飯塚335番地　TEL24-5501
・開館時間　9時～16時30分
・休 館 日　毎週月曜（祝日の場合を除く）・祝日の翌日・年末年始等
・入 館 料　無料

国史跡　琵
び

琶
わ

塚
づか

古墳
　今回は、飯塚地区に所在する６世紀前半頃に築造された琵琶塚古墳（大正15（1926）
年 2月 24日指定）について紹介したいと思います。
　琵琶塚古墳は、思川と姿川の合流点を南に望む台地上に所在し、史跡摩

ま

利
り

支
し

天
てん

塚
づか

古墳
と寄り添うようにあります。後円部の墳頂には熊野神社の祠が祀られています。飯塚に

残された正徳2（1712）年の『飯
いいづかしゅくえず

塚宿絵図』には、山が二つ描かれており、一つの山には「上ひわづか山」（琵琶塚古墳）、
もう一つの山には「下ひわ塚山」（摩利支天塚古墳）と記されており、江戸時代中期には琵琶塚古墳を地元では上琵琶塚
山と呼んでいたようです。これは、大型の前方後円墳が近距離に並んで存在していたからこその呼び名でしょう。

展示室内国史跡　琵琶塚古墳

国史跡　摩利支天塚・琵琶塚古墳資料館



◆令和３年 12月 12日（日）

「第 20回全国菜の花サミット」 in 小山
◆チームワークで人命救助

応急手当を実施した市民に感謝状贈呈
　野木町にある工場敷地内のグラウンドでサッ
カーの練習をしていた40歳代男性が突然倒れ心肺
停止となりました。
　小山市民のチームメイトが、救急ステーショ
ン AED による電気ショックと心肺蘇生法を実施。
チームメイトの迅速な応急手当により、
男性は病院での入院治療後社会復帰する
ことができました。

　持続可能な社会の実現を目指し、2001 年から
全国各地で開催してきた菜の花サミットが小山で
開催され、参加した方々が今後の方向性について
意見を交わしました。

◆令和 3年 11月 28日（日）

NHKのど自慢 in 小山
　令和 3年 11 月 28 日（日）文化センター大ホールで開催された『NHKのど自慢』が同日午後 0時 15 分公開
生放送されました。ゲストに福田こうへいさんと Little Gree Monster がそれぞれ「男の残雪」「透明な世界」
を歌唱しました。
　予選を通過した 18組の皆さんによる熱唱・熱演が繰り広げられました。

広報おやま　2022.210
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7（月）・14（月）・22（火）・24（木）・28（月）　　
※小山・間々田・桑分館は21（月）も休館になります

中央図書館ホームページをご覧ください。

QR

問中央図書館　☎ 21-0750

 3月の休館日

　

3

 おはなし会
名称（会場） 3月 開始時間

おはなしウェンディ 2日㈬ 15：30
おやま分館ピッコロおはなし会(小山分館) 4日㈮ 11：00
おはなしこんにちは 9日㈬ 10：30
おはなしウェンディ0・1・2 16日㈬ 11：00
わくわくマルベリーおはなし会(桑分館) 19日㈯ 13：30
おこれんのおはなし会 20日㈰ 14：00
はなしのこべや　おはなしかい 27日㈰ 14：00
ままだ分館おはなしかい（間々田分館） 29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

　小山市では、市にゆかりがある方、市を盛り上げたい方で、
SNSを積極的に活用している一般の方を「おやま広報特派員」
に任命しています。今期は8名の特派員がInstagramで小山市
の情報発信中！ 問 シティプロモーション課　☎22-9353

になさんの気になるスポット

ログガーデン ヴェルデ

#ランチ　#イタリア直輸入　#薪火焼窯

住 　 所　城山町3-9-22
営業時間　11:00 ～ 15:00、17:30 ～ 21:30
電話番号　☎21-1881　　  　定休日　火曜日

　小山駅から徒歩5分にあるおしゃれなログハウスレ
ストランの「ログガーデンウェルデ」さんです。

　とても落ち着いた雰囲気の流れる素敵な店内で、
美味しいお料理をいただけます。

　1,500円以下で、メインデッシュとサラダにスープ、
ドリンクがつくランチメニューがとてもお得です。

　私は、マルゲリータのランチセットを注文しました。
イタリア直輸入の薪火焼窯で焼いたピザは生地がパリ
パリでとても美味しいです。
 おやま広報特派員　にな さん （@tokuhain__04）

4

活動内容： 中央図書館 ･小山分館 ･間々田分館・桑分館で返却された図書
の整理や修理、その他「絵本とこんにちは事業」への協力など

活動期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日
報　　酬：無償
そ の 他： 令和 3年度にボランティア登録した方は、ボランティア継続

の登録が必要となります。
新規の方は、「令和 4年度中央図書館ボランティア募集説明
会」に参加してください。

◆令和4年度　中央図書館ボランティア募集説明会
対　　象：新規のボランティア希望者
日　　時：3月12日（土）9時30分～ 11時（受付：9時）
会　　場：中央図書館第2集会室ほか
申 込 み：同館窓口・電話
申込期間：2月1日（火）～ 3月6日（日）

　今月はバレンタインデーにちなみ、チョコレートが登場する本を紹介
します。本は中央図書館で所蔵していますので、どうぞご利用ください。

『チョコレート・アンダーグラウンド』
アレックス・シアラ―／著　金原 瑞人／訳　求龍堂

　チョコレートなどの甘いものを所持したり売買することを
禁じた「チョコレート禁止法」が発令された現代のとある国。
チョコレートが大好きな２人の少年が、この理不尽な法律に

知恵と勇気で戦いを挑むお話です。実際にある世界中のお菓子が多く登
場します。きっとチョコレートが食べたくなる一冊です。

 中央図書館ボランティア募集

 いちおし本 ～バレンタインに関する本～

◆令和３年 12月 12日（日）

「第 20回全国菜の花サミット」 in 小山
◆チームワークで人命救助

応急手当を実施した市民に感謝状贈呈
　野木町にある工場敷地内のグラウンドでサッ
カーの練習をしていた40歳代男性が突然倒れ心肺
停止となりました。
　小山市民のチームメイトが、救急ステーショ
ン AED による電気ショックと心肺蘇生法を実施。
チームメイトの迅速な応急手当により、
男性は病院での入院治療後社会復帰する
ことができました。

　持続可能な社会の実現を目指し、2001 年から
全国各地で開催してきた菜の花サミットが小山で
開催され、参加した方々が今後の方向性について
意見を交わしました。

◆令和 3年 11月 28日（日）

NHKのど自慢 in 小山
　令和 3年 11 月 28 日（日）文化センター大ホールで開催された『NHKのど自慢』が同日午後 0時 15 分公開
生放送されました。ゲストに福田こうへいさんと Little Gree Monster がそれぞれ「男の残雪」「透明な世界」
を歌唱しました。
　予選を通過した 18組の皆さんによる熱唱・熱演が繰り広げられました。
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健康
メモ

ひとくち

小山市は敬老事業の制度を一部変更します。

この記事は（一社）小山薬剤師会の協力のもと作成しています。

・複数の医療機関のお薬の情報をまとめて管理
します。
・緊急時などは24時間、電話相談や調剤に対
応します

・在宅療養の場合でも薬剤師が訪問し薬の管理
や説明をします。

・お薬や健康に関する様々な相談に応じます。
・相談内容によって医療機関での受診の提案や必要
に応じて他の関係機関をご紹介します。

・症状に合った市販薬や介護用品などの適切な商品
選びのお手伝いをします。

・健康に関するイベント開催など情報発信をしてい
きます。

・プライバシーに配慮した相談スペースがあります。

 県内他市の制度を参考の上、学識経験者等で構成される小山市敬老事業検討委員会で検討した結果、この度
の変更となります。
 今回の制度の変更により発生する財源については、他の高齢者福祉施策に重点的に使います。
 長寿祝の対象年齢を迎える方へのお祝い金について
● 77 歳喜寿と88 歳米寿へのお祝いについて、80 歳傘寿と90 歳卒寿へのお祝いに対象年齢を引き上げます。
●過去に 77 歳喜寿のお祝いを贈呈された方には、80 歳傘寿のお祝いは贈呈されません。同様に、過去に 88
歳米寿のお祝いを贈呈された方には、90 歳卒寿のお祝いは贈呈されません。ご了承ください。

● 100 歳百寿のお祝いを 5万円に減額します。
● 95 歳と101 歳以上のお祝いは廃止します。
※お祝い金の対象となる方は、従来通り、小山市の住民票への登録・居住実態・居住年数（80・90 歳は
1 年以上、100 歳は 3 年以上）等の居住に関する要件を満たす必要があります。

 地域でその地区の高齢者の方々をお祝いしていただく敬老行事について
●令和 4年度より、補助金算定の対象年齢を 80 歳以上に引き上げます。
●補助金上限額は 2,000 円×対象人数となります。（記念品も対象となります）
※詳細はホームページをご覧ください

　小山市では、多年にわたり社会の進展に貢献した高齢者の皆様を敬愛し、その長寿をお祝いするため
の敬老事業を行っています。

 高齢者が増えています。
小山市内の65歳以上の高齢者数（令和3年12月1日）
42,904人（全人口の25.59％）

 平均寿命が延びています。
日本人の平均寿命（令和2年時点）
男性　81.64 歳　女性　87.74 歳

問高齢生きがい課　☎ 22-9617

ご存じですか？「健康サポート薬局」

お薬の情報管理や在宅訪問対応などのかかりつけ薬局の機能に加えて
市販薬や健康食品に関することや介護や食事・栄養摂取に関することま
でアドバイス機能を持っていて厚生労働大臣が定める一定基準を満たし
ている薬局のことです。

問健康増進課　☎ 22-9523

 かかりつけ薬局の機能  健康サポート機能 

＋

近くの健康サポート薬局を
知りたい方はチェック！

広報おやま　2022.212
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子育て世帯向け
情報

　　　 無料フッ素塗布事業 　　
日　時　 3月13日(日）

9:00 ～ 12:00
場　所　市役所3階 保健センター
定　員　300人
対　象　 満3歳～小学校2年生児

（H25.4.2 ～ R1.3.13生まれ）
申　込　 2月28日(月) ～

※申込者へ案内を送付します
問合せ　健康増進課☎22-9525

問 健康増進課
　　　　　乳幼児健康相談　　
期　日　3月24日(木)
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
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、上履き、
　　　　くつ袋
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）
2月21日(月)13:00 ～☎22-9525

◆対象　小学校入学前のお子さん（市内在住）
◆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：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．お子さんの名前（ふりがな）
　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
※過去に掲載したお子さんも、掲載後1年経過して
いれば掲載できます

守
もりかわ

川 惟
い
織
おり
ちゃん（東城南）高

たかはし
橋 陽

はる

斗
と

ちゃん（駅南）

竹
たけざわ

澤 蒼
そうすけ

介ちゃん（羽川）

≪すくすく写真館≫

お子さんの写真募集中

申込み
フォーム

相談・講座名（詳細は市ＨＰ） 日時 対象 申込

マタニティクラス
（はじめてのきょうだい

クラス）
3月11日(金)
9:30 ～ 11:30

2人目以上の妊婦さん
とその家族 健康増進課☎22-9527

離乳食教室 3月18日(金)
9:30 ～ 11:00

離乳食初期～中期（月
齢の目安は5～ 8カ月）
の児とその保護者

2月18日(金) ～
健康増進課☎22-9525

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって、
中止・延期になる場合があります
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プラス

「第9回小山評定講演会」

　「小山評定」に参加した武将に関する講演会を開
催します。
開催日時　2月 26日（土）13時～
演 題　「豊前国小倉城主となった細川忠興」
講 　 師　永

なが

尾
お

正
まさ

剛
のり

 先生
　　　　（北九州市文化財保護

審議会会長）
会　　場　文化センタ小ホール
定　　員　150 人※事前申込

制、入場料無料
申込期間　2月 14日（月）まで
申込方法　①専用フォーム② FAX③窓口
必要事項　①住所②氏名③電話番号

④メールアドレス

問文化振興課　
☎ 22‒9659　℻  22‒9560

令和3年度　
第3回小山市民フォーラム参加者募集

テ ー マ　外国人にも暮らしやすい小山にするため
には？～多文化共生について考えよう～

日 　 時　3月20日（日）14時～17時
場 　 所　市役所
対 　 象　小山市在住・在勤・通学者　40人
申 込　専用フォーム・メール・FAX・郵送

（郵送先　〒323-8686（住所不要）小山
市役所　シティプロモーション課）

締 　 切　2月22日（火）必着

問シティプロモーション課　
☎ 22‒9353　℻  22‒9546
d-promotion@city.oyama.tochigi.jp

祝　「つむぎちゃん、あつまれ～！」

　2021年　子どもの名前ランキング女の子の名前に「紬
つむぎ

」ちゃんが1位に輝きました。ユネスコ無形文化遺産
であり、小山ブランドである「本場結城紬」にちなみ「つむぎちゃん」の写真を大募集します。
　応募いただいた写真は「広報おやま」に掲載予定です。
　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上記二次元コードを読み込み、アクセス。
②メール：d-kougyo@city.oyama.tochigi.jp
③郵送先：〒323-8686（住所不要）小山市役所　工業振興課　結城紬振興係

＜応募事項＞
1．市内在住７歳以下「紬

つむぎ

」「つむぎ」という名前の
お子さん のお名前・ふりがな

2．応募者の氏名・お子さんとの続柄
3．住所
4．電話番号
5．メールアドレス　※応募フォームの場合のみ必要
6．締め切り　3月 10日（木）必着
※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

問工業振興課　☎22‒9397　　写真応募された方に、素敵なプレゼントを贈呈します。

nformation プラス

＜特典その 1＞
クラフト館（小山駅西口）、糸つむぎのさと（絹公民館
敷地内）に、紬

つむぎ

ちゃんが来館したら（本人確認できるも
のを提示）、素敵なプレゼントを贈呈（令和4年中）

＜特典その 2＞
クラフト館では、本場結城紬の着心地体験を行って
います。お宮参りや、七五三の時に、ご本人やご両親、
ご家族の方にも、ぜひご着用ください。（割引き、令
和４年中）
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令和4年度 小山市奨学生等の募集（貸与型・無利子）

※奨学金は、4月と 9月に 6カ月分を指定口座に振込みます。ただし、初回の方には、5月～ 6月の振り込みと
なります。貸与期間は、在学する学校の正規の修業期間となります
※応募資格や必要書類等の詳細は、市ホームページ参照

令和3年度博物館事業紹介
パネル展示・友の会作品展

　今年度の博物館活動を紹介するパネル展示、発明
クラブ作品展、友の会作品展を実施します。展示、
講座、学校利用、調査研究など、日頃の博物館活動
を写真パネルで分かりやすく紹介します。
日 　 時　3月 6日（日）～21日（月）
内 　 容　令和3年度博物館活動パネル展示

小山市少年少女発明クラブ　発明工夫展
受賞作品展示

日 　 時　3月 6日（日）～13日（日）
　　　　　※最終日は12時で終了
内 　 容　博物館友の会作品展

問教育総務課　☎22‒9644

問博物館　☎45‒5331

市民公開講座
「歯周病にどう向かい合うか　歯を失わないために」

講演内容　歯周病についてわかりやすく
講　　師　関

せき

野
の

　愉
さとし

　先生　
　　　　　（日本歯科大学生命学部歯周病学講座）
日　　時　2月 20日（日）10時～ 12時
　　　　　（9時 30分開場）
会　　場　下野市役所内ホール（下野市笹原26）
定　　員　50人（事前申込みが必要）
申　　込　専用フォームまたは小山歯科医師会へ電

話☎39-7290（平日12時～ 16時）
2月 17日（木）まで
※申込み時に連絡先を登録
※当日はマスク着用必須

問健康増進課　　　☎ 22-9520
問小山歯科医師会　☎ 39-7290

※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（1月 12日現在の情報です）

【小山市奨学金】　募集期間：2月 1日（火）～3月 25日（金）
　対象…高校、高専、短大、大学、専修学校の高等・専門課程に在学か入学見込みの方
　要件…①小山市に住所を有する方の被扶養者
　　　　②経済的理由により修学が困難な方
　　　　③返済能力のある連帯保証人を2人付すことができる方
 　　  　④奨学金に類する他の学資を受けていない方
　貸与月額…（自宅通学の場合）高校等＝1万円、大学等＝2万 5千円
　　　　　　（自宅外通学の場合）高校等＝1万 2千円、大学等＝3万円

【おやまふるさとみらい奨学金】　募集期間：2月 1日（火）～3月 15日（火）
　対象…高専（4年生以上）、短大、大学、専修学校の専門課程に在学か入学見込みの方　
　要件…①小山市に住所を有する方の被扶養者
　　　　②経済的理由により修学が困難な方
　　　　③返済能力のある連帯保証人を2人付すことができる方
　　　　④卒業後、小山市に定住する強い意志のある方
　　　　⑤小山市主催のボランティア活動へ積極的に参加できる方
　　　　⑥奨学金に類する他の学資を受けていても貸与可能
　　　　　※選考面接あり
　貸与月額…2万円（卒業後、一定期間小山市内に居住することで返還の一部または全額免除あり）
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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（1月12日現在の情報です）

お知らせ

成人式に代わる式典の
名称が決定しました

問生涯学習課　☎ 22‒9665
　令和 4年 4月以降の成人式の
名称を「二十歳（はたち）を祝う会」
に決定しました。
　二十歳という人生の節目を祝
い、成人としての自覚を促すとい
う趣旨にそった名称で、市民の方
へアンケート調査で一番支持が多
かったものです。

令和3（2021）年第4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、令和3年11
月30日（火）～令和3年12月23
日（木）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。     　　　　

法定外公共物の用途廃止
　　　　　（払い下げ）

問道路課　☎ 22‒9225
　法定外公共物とは、昔からある
あぜ道や用水路などのことです。
　道路・水路としての用途を廃止
しても支障がない財産を隣接土地
所有者が払い下げを受ける（購入す
る）場合は、用途廃止の申請が必要
となりますが、条件があるので、
事前にご相談ください。

国民年金保険料の
　 支払いは口座振替で

問国保年金課　☎ 22‒9416
　国民年金保険料の支払いには、
便利で納め忘れがない口座振替が
おすすめです。保険料を納期限よ
り前に納める前納制度を使えば、

割引も受けられます。
　口座振替を希望する場合は問合
せください。
　なお、令和 4年 4月から前納
による口座振替を希望する方は、
令和 4年 2月末までに届出をし
てください。

令和4年農業用の軽油引取税
　免税証の申請（追加日程）

問栃木県税事務所　
☎ 0282‒23‒6882
問市農業委員会　☎ 22‒9242
　1月の期間内に申請できなかっ
た方を対象に追加受付をします。
※今回の期間を過ぎると、1年分
の全量交付ができません
日 時　3月 3日（木）・4日（金）

各日9時～11時30分・
13時～ 15時 30分

場 所　栃木県下都賀庁舎　第2
福利厚生棟　2階会議室

（栃木市神田町6-6）

募 集

ハナミズキ（自死遺族）の会開催

問福祉課　☎ 22‒9629
日 時　2月 15日（火）14時～
場 所　市役所4階　会議室402
対 象　
近親者だけではなく、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

ひきこもりご本人同士の
　　　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
対 象　ひきこもり状態にあるご

本人
申 込　事前登録必須

令和4年度
小山市市民農園（貸し農園）
　　　　新規利用者募集

問農政課　☎22‒9254
　20平方メートル（約6坪）の区
画内でお好きな野菜を栽培できま
す。
使用期間　4月 1 日（金）～令和 5

年 3月 31日（金）
場 所　市民農園内（道の駅思川

南側）
料 金　年間利用料　5,000円
申 込　市ホームページまたは同

課窓口に「使用希望申
込書」を提出

申込期間　2月1日（火）～18日（金）

渡良瀬遊水地のヨシ焼き

問自然共生課　☎ 22‒9354
※当日の問合せ　
☎ 0282-62-1161（ヨシ焼き連絡
会実施本部）
※実施・順延の問合せ　
☎ 0282-62-0915（自動音声案
内）
　渡良瀬遊水地のヨシ焼きは、害
虫の駆除や、野火による周辺家屋
への類焼防止、貴重な湿地環境の
保全等を目的として毎年実施され
ています。
日 時　3月5日（土）8時30分～

（予備日：① 3 月 6 日
（日）、②12日（土）、③
19日（土））

※風向きにより遠く離れた地域ま
で降灰の可能性があります。洗濯
物や窓の開閉にご注意ください
※前日17時から遊水地内は立入
禁止になります



広報おやま　2022.2 17

インフォメーション

※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、見学の自粛にご協力
ください

小山地区
定住自立圏協働フォーラム
「地域課題にとりくむ市民活動」

問おやま～る　☎ 20‒5562
　小山市、下野市、野木町、結城
市の市民活動を推進するセクショ
ンが協働して、市民活動に興味の
ある方のために、講演会とワーク
ショップを開催します。
日 時　2月 13日（日）
　　　　9時～12時
場 所　おやま～る
定 員　40人

市営住宅の入居者募集
（令和3年度第4回）

問（一社）ハートフル　
☎ 32‒6418
①市内在住または通勤者
②現に同居、または同居しようと
する親族がある方
③現に住宅に困窮している方
④収入が一定基準以下の方
⑤地方税を滞納していない方
⑥暴力団員でない方
※その他資格や詳細は要問合わせ
申込期間　2月1日（火）～18日（金）

令和3年度 一般公募
普通救命追加講習会2

問消防署　☎ 39‒6666
　AEDを使った心肺蘇生法、異物
除去法、止血法などの講習を行い
ます。※マスク着用必須
日 時　3月 5日（土）
　　　　9時30分～12時30分

受 付　9時～
場 所　マルベリー館
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1
年生以上の方 

定 員　15人
申 込　2月 15日（火）～28日

（月）　電話受付

スポーツ

小山市ソフトボール協会
令和4年度登録チーム募集

問ソフトボール協会　星　
☎ 080‒4143‒5459
問小山市体育協会　☎ 30‒5856
対 象　
①一般男子1部　
②一般男子2部　
③壮年（40歳以上）1部　
④壮年（40歳以上）2部
⑤実年（50歳以上）1部　
⑥実年（50歳以上）2部
⑦レディース　
⑧小学生女子
※年齢は令和4年 4月 1日現在
料 金　①②③④⑤⑥ 1 万円、

⑦⑧6千円
申 込　期間内に申込書、登録料

を添えて申し込み。
期 間　2月 27日（日）
　　　　10時～ 12時
場 所　県南体育館研修室
※体育協会登録料（1人 200 円）
も併せて納入

2021年度春季
バウンドテニス教室
　　　　　参加者募集

問小山市体育協会　☎ 30‒5856
日 時　3月 1日・8日・15 日・

22日（各火曜日） 計4回
受 付　9時 45分～
講 習　10時～ 12時

場 所　県立県南体育館サブ・ア
リーナ

対 象　市内在住者
定 員　10人
料 金　1人 1,000円
申 込　2月1日（火）～25日（金）
　　　　同協会へ電話

　　　　イベント・講座

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。
日 時　3月 10日（木）
　　　　10時～ 12時
場 所　中央図書館 2 階　第 2

集会室
対 象　もの忘れについて心配が

ある本人やその家族

はじめてのSDGｓ
～あなたの力で輝く地域を～（仮題）

 

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

　いま話題の「SDGs」と「ジェ
ンダー平等」について、講師のレ
クチャーのもと学習するセミナー
です。
日 時　3月 3日（木）
　　　　13時30分～15時30分
場 所　市役所6階　大会議室
定 員　70人程度
申 込　専用フォーム・電話
　　　　FAX・メール
講 師　工

く

藤
どう

敬
けい

子
こ

さん
　　　　 ㈲フェードイン代表取締役
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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（1月12日現在の情報です）

対 象　市内在住者

第10回小山の医療を
　考えるシンポジウム

問健康増進課　
☎ 22‒9523　℻  22‒9543
テーマ　「ウィズコロナ時代に地

域医療を守るために私
達ができること」

基調講演　茨城県西部メディカルセ
ンター病院長
小山市地域医療特別顧問
梶
かじ

井
い

英
えい

治
じ

　氏
日 時　3月 6日（日）
　　　　13時～ 16時　
　　　　12時開場
場 所　文化センター小ホール
定 員　100人
料 金　無料
申 込　電話・FAX・同課窓口・

ホームページ

起業家フォーラム
　　　　　参加者募集

問工業振興課　
☎22‒9396　℻  22‒9256
d-kougyo@city.oyama.tochigi.jp

　フリーランスという働き方と
は ?
　多様な働き方の受容により、多
岐に渡る人材が活躍できる社会を
目指しフォーラムを開催します。
日 時　2月 26日（土）
　　　　13時 30分～ 16時
場 所　中央図書館
対 象　創業を目指す方・経営者

の方
定 員　50人
料 金　無料
申 込　電話・FAX・メール

小山市文化協会　
　　チャリティー美術展

問文化振興課　☎22‒9662
　市内外の作家からの寄贈作品
（絵画・書・写真・盆栽）を展示し

ます。作品は入札などにより購入
できます。
日 時　2月3日（木）～6日（日）
　　　　10時～ 17時 
※ 6日（日）は16時まで
場 所　道の駅思川 小山評定館

3月の定例観望会の
　　　　　　 お知らせ

問博物館　☎45‒5331
「冬の大三角をみつけよう」
～月をみよう～
　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、ホームページまたは
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　3月 12日（土）
　　　　19時～ 20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　2月 12日（土）
　　　　9時～（先着・要予約）
※1回の電話で5人まで　

ぐっさんの
ハッピーオンステージ
　　　　　　　inおやま

問文化センター　☎22‒9552
　ぐっさん（山口智充）による歌、
トーク、モノマネのオンステー
ジ !
日 時　3月 27日（日）
　　　　開場13時　開演14時
場 所 文化センター大ホール
料 金 全席指定　
　　　　前売3,000円
　　　　当日3,500円
申 込　チケット発売中

ゆめまち2月のイベント

問ゆめまち　☎27‒9935
　わくわくゆめまちおはなし会
日 時　2月 22日（火）
　　　　10時 30分～ 11時
対 象　小学校入学前のお子さん
料 金　無料

栃木特別支援学校
「伸びゆく子どもたちの
　　　　　　　作品展」

問栃木特別支援学校　
☎0282‒24‒7575
問学校教育課　☎22‒9676
　児童生徒の作品展示
日 時　2月5日（土）～7日（月）

10時～ 17時
（7日は15時30分まで）

場 所　 イオン栃木店

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

季節の花のハーバ
リウム制作会

2/10㈭
13：30～ 1,200円

まゆクラフト「ラ
ムねこおひな様を
作ろう」

2/16㈬
10：30～ 500円

間々田組みひもス
トラップ・ブレス
レット作り

2/19㈯
13：30～、
14：00～、
14：30～、
15：00～、
15：30～

大人
1,000円
子供
600円

まゆクラフト「ラ
ムねこおひな様を
作ろう」

2/23㈬
10：30～ 500円

マスクアクセサ
リーを作ってみよ
う

2/27㈰
13：30～ 1,000円

場 所　クラフト館
申 込　2 月 2 日（水）～事前予

約優先。キャンセルは
2 日前まで。詳細は要
問合せ

※「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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インフォメーション

小山駅周辺地区
　まちづくりプラン　
　　　　シンポジウム

問まちづくり推進課　
☎22‒9357
　小山駅周辺の将来ビジョンを示
すまちづくりプランの策定に向け
た、取り組みの紹介や今後の展開
等を共有するシンポジウムを開催
します。
日 時　3月 22日（火）
　 　13時 30分～ 17時
場 所　小山駅周辺施設
対 象　小山のまちづくりに興味・

関心がある方
料 金　無料
申 込　応募フォームから

2月1日（火）～28日（月）

ねんりんピックとちぎ2022
ダンススポーツ
　交流大会参加者募集

問高齢生きがい課　☎22‒9676
日 時　4月 17日（日）
　　　　9時～18時
会 場　県南体育館　
対 象　県内在住で 60 歳以上

（昭和38年 4月 1日以
前に生まれた方）　

費 用　一人1,000円・
　　　　1組 2,000円
（ねんりん種目は何区分出場しても
1組 2,000円）
申込期限　3月 18日（金）
申込方法　（福）とちぎ健康福祉協会

のホームページを参照

PCR検査・抗原定量検査の費用を助成します

対 象 者

●無症状で、自費診療のPCR検査、抗原定量検査等を医療機関で受検した方

●PCR検査：上限２０，０００円まで

●抗原定量検査：上限７，５００円まで

助成内容

●令和３年10月１日～令和４年３月３１日の期間のうちいずれか１人１回まで助成

小山市健康増進課

☎０２８５－２２－９５２５

詳しくはホームページへ

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。

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　  22-9546
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。

小山市中小企業者等一時支援金（第2弾）

申請期限　2月 28日（月）
　小山市中小企業者等一時支援金（第2弾）の申請期限は、2月 28日（月）
まで（郵送の場合は当日消印有効）となっていますのでご注意ください。
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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（1月12日現在の情報です）

栃木市（栃木県）

■「とち介とわくわく通販」をご利用ください !
　「とち介とわくわく通販」は栃木県栃木市か
ら通販できる特産品等を紹介するウェブサイト
です。食品・工芸品・装飾品など幅広い商品を
随時掲載 !
　栃木市の豊かな自然の中で栽培された農産物
や古き良き伝統工芸品のほか、アクセサリーや
雑貨など、栃木市にある魅力的なものを幅広く
紹介しています。
　また、商品だけでなく、1店舗1店舗取材し、
製造工程や作り手の想いを動画と記事で紹介を
しています。
　ぜひご覧いただき、栃木市の魅力をたくさん
知っていただけましたら幸いです。
　

古河市（茨城県）

■古河歴史博物館企画展　
　雪の殿さま　土井利位
問古河歴史博物館　
☎ 0280‒22‒5211
　土井利位に関する、雪の結晶観
察に関連した資料や「雪華模様」
の品々を紹介します。
期 間　2月 27日（日）まで
時 間　9時～17時（入館は16

時 30分まで）
休館日　2月24日（木）、25日（金）
場 所　古河歴史博物館（古河市

中央町3‒10‒56）
費 用　大人 400 円、小中高生

100円

加須市（埼玉県）

■令和 3年度斎藤与里展
問加須市役所生涯学習課　☎ 0480‒62‒1223
　「加須の偉人」であり、日本の近代美術を代表する画家「斎藤与里」。
　今回、今年度修復中の「伊香保」、「少女」、「台湾風景」および「百合と
三宝柑」のお披露目を兼ね、選りすぐりの数点を展示します。
日 時　3月 3日（木）～7日（月）9時～16時 30分
※ 7日は 15時まで
場 所　パストラルかぞ　展示室（加須市上三俣2255）
料 金　無料

野木町（栃木県）

■作曲家から入るピアノクラシック講座
～聖なる音楽家ベートーヴェン～
問野木エニスホール　☎ 0280‒57‒2000
　野木町観光大使である鈴木孝佳氏によるコンサート。
日 時　 2月13日（日）
　　　　開場　14時　　開演　14時 30分
場 所　野木エニスホール
チケット　中学生以上　500円　　小学生以下　無料
※チケットは必要です
※チケットの販売場所など、詳細はお問合せください

板倉町（群馬県）

■板倉町文化財資料館をご利用ください
問板倉町文化財資料館　☎ 0276‒91‒4018
　町内で発掘された土器や埴輪などの展示や、板倉町の歴史・
水場の文化を紹介しています。
　展示室「板倉のむかしむかし」縄文～近代「水場の部屋」水文
化、漁法、知恵
休館日　月曜日（月曜が祝日の場合は火曜）
利用時間　9時～16時 30分

修復中の 4作品

「伊香保」 「少女」 「台湾風景」 「百合と三宝柑」

関東どまんなかサミット情報
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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 12㈯･16㈬ 10:00 ～ 12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：12㈯市役所1階 多目的スペース、
16㈬市役所2階 市民相談室

市民生活安心課
☎22-9282

登記相談 3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 20㈰ 13:30 ～ 16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は3月1日㈫～

税金なんでも相談 3月はありません 税理士
※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

不動産相談 3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 16･23㈬ 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 9㈬ 10:00 ～ 12:00
行政書士
※在留資格等入管に関する相談、帰化申
請、会社を設立、自動車の登録、その他
様々な契約書を作成してもらいたい方

国際政策課
☎22-9327

FPによる納税相談 3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 8･22㈫ 10:00 ～ 15:00 交通事故相談員 県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 11㈮ 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 8㈫ 10:00 ～11:30 精神科医師 福祉課
☎22-9629

心配ごと相談 1･15･29㈫ 10:00 ～ 15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※1･15･29㈫は電話相談可（30分以内）

社会福祉協議会
☎22-95018･22㈫ 13:00 ～ 15:00

精神保健福祉相談 3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 28㈪ 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 5･19㈯ 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 20㈰ 9:30 ～ 12:30 ※予約は3月1日㈫～ 市民生活安心課
☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 25㈮ 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 8･22㈫ 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 3㈭ 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
）

3
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

  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

3
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）

生ごみ水切り器、使っていますか 問 環境課
☎ 22-9286

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
②④ ①⑤ ②⑥ ③⑤ ①④

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

　生ごみは、およそ 7割が水分だと言われています。食材は無駄なく「使いキリ」
を実践し、どうしても出てしまう残

ざん

渣
さ

は、「水キリ」をしてスリム化しましょう。
　水切り器をお持ちでない方には、市役所 1階 12番窓口または 2階環境課窓口
でお配りしています（無料）。

❶三角コーナーに
溜まった生ごみを
上から押さえ
つける

❷本体の切れ込み部に
水切り袋を横から
差し込み、水切り袋に
溜まった生ごみを
上から押さえつける

❸排水口に
溜まった生ごみを
上から押さえ
つける

生ごみ水切り器の使い方
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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
　2月27日㈰ 8:30 ～17:15（納期限直前の日曜日）

2月の納期 納期限2月28日㈪
国民健康保険税…………8期分
介護保険料………………8期分
後期高齢者医療保険料…8期分

今月の 1枚

「20 歳の私へ」

皆さんは小学生の頃の夢を覚えていますか。
若木小学校卒業生のタイムカプセルが
式当日、新成人のもとに返されました。

当時、思い描いていた20歳になっていましたか？



 
■編集・発行：小山市シティプロモーション課（〒323-8686 栃木県小山市中央町 1-1-1 ☎0285-22-9353） 
■市の人口：167,831 人（18 減）、男性 85,043 人（55 減）、女性 82,788 人（37 増）、世帯数 72,039（15 減）（1 月 1 日現在）

令和 4（2022）年 2 月 1 日発行

小山駅前教室
小山喜沢教室

0歳～6歳の未就学のお子さまを対象とした、
発達支援スクールです。

楽しいレッスンで成長をサポートします！

0歳～6歳の未就学のお子さまを対象とした、
発達支援スクールです。

楽しいレッスンで成長をサポートします！

〒323-0022 
栃木県小山市駅東通り1-2-17 TSビルⅠ 2F
TEL：0285-39-8628　

〒323-0014　
栃木県小山市大字喜沢1263-1 エスペランサ喜沢1階
TEL：0285-38-6950　

児童発達支援 児童発達支援・
放課後等デイサービス 室教沢喜山小室教前駅山小

相談・無料体験や見学もぜひお越しください!!

1対1の
個別レッスンで安心

！1対1の
個別レッスンで安心

！

〇追加接種スケジュール

2回目接種時期

追加接種時期

医療従事者
通所サービス事業所利用者・従事者
高齢者施設入所者・従事者

高齢者

令和3年6月 令和3年12月同日～（※1） 令和4年1月同日～

令和3年7月 令和4年1月同日～ 令和4年2月同日～

令和3年8月 令和4年2月同日～ 令和4年3月同日～

新型コロナワクチン
接種のお知らせ▶

追加接種について▶

※1  同日とは、２回目接種日と同一日付を指します
　　 例）令和3年6月15日接種　⇒　接種可能日　令和3年12月15日以降
☆　 詳細は「接種券」に同封の「案内チラシ」をご確認ください
☆　 今後、国の指示やワクチンの配分状況により内容が変更になる場合があります

◎接種予約、一般的な相談について
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 ・22-9492 ・ 22-9309　
8時30分～ 20時00分（土・日・祝も可）　
※2月11日（金）は市役所電気設備点検のため繋がりませんので
　ご了承ください

新型コロナウイルスワクチン接種に関する問合せ
◎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

新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目）を
令和3年12月1日より実施しています。
２回目接種からの接種間隔は、原則８ヵ月でしたが、医療従事者等および高齢者施設等
の入所者等は、６ヵ月、その他の高齢者の方は７ヵ月となりました


