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生まれ年別の名前調査
　2021年 11月、保険会社が毎年恒例
の「生まれ年別の名前調査」の結果を発表。
女の子の名前ランキング 1位となった
のが「紬」です。「紬」と聞いて、「本場
結城紬」を連想された方はどの程度いる
でしょうか。「着物でしょ？高価だし、
普段使わないから興味ない」と言わずに、
今月の特集を読んでいただければ「本場
結城紬」の魅力を分かっていただけるは
ず。結城紬は長引く景気の低迷や着物離
れ等により、生産量が年々減少していま
す。このままでは日本最古の織物の技法
を今に伝える「本場結城紬」が途絶えて
しまうことが懸念されます。「紬」の由
来である絹織物は、糸を掛け合わせ、手
間と時間をかけて丹念に作られることか
ら「つなぐ」、「根気強さ」、「丈夫さ」を
連想します。今回の特集では、名前ラン

キング 1位となった「紬」にちなんで、
皆さまからご応募いただいた市内在住の
つむぎちゃんとともに、本市が世界に誇
る「本場結城紬」の魅力を紹介します。

結城紬の歴史
　そもそも「どうして小山なのに『結城
紬』と言うの？」と、きっと誰しも一度
は首をかしげたはず。その謎を解くヒン
トが結城紬の長い歴史の中には隠されて
いるのです。
　県境も市境も無かった遥か昔。結城紬
の起源は、現在の茨城県久慈郡あたりで
織られていた「長

ながはたべのあしぎぬ

幡部絁」まで遡るとさ
れています。「絁

あしぎぬ

」とは、太くて粗い糸
で織られた絹粗布のこと。奈良時代には
朝廷への献上品として「絁」が納められ
ていたとも言われており、その後、
「常

ひた ち

陸紬
つむぎ

」と呼ばれるようになったとさ
れています。鎌倉時代には、見た目が質

素で丈夫なことから関東の武士にも好ま
れ、結城地方が生産の中心となっていっ
たことから、この「常陸紬」が「結城紬」
という名に変わったと言われています。
また一説には、室町時代に結城の地を治め
ていた「結城氏」が、幕府や鎌倉管

かん

領
れい

に「紬」
を献上していたことから、結城家の名を冠
して「結城紬」と呼ばれるようになったと
も言われています。このように「結城紬」
と呼ばれるようになった時期や背景は諸説
あり、それらを明らかにする文献は残念な
がら残されていません。
　長い歴史の中で、工程や呼び名が変
わったとしても、ただ一つ変わらないも
のがあります。それは、職人の「手作業」
によって作られているということ。小山
市で生産される結城紬の製法は、今も昔
も変わりません。職人と共に歩み、令和
の時代まで守り継がれた布が結城紬なの
です。

伝統を次世代へつなぐ　市役所　×　伝統工芸

小山市には、受け継がれてきた技術と文化があります。
ユネスコ無形文化遺産に登録された「本場結城紬」は私たち市民の宝です。

　小山市で織られた本場結城紬
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国の重要無形文化財の指定要件となった 3工程を守り続ける
伝統工芸士の皆さん

国の重要無形文化財の指定要件となった 3工程　1. 糸つむぎ  2. 絣
かすり
くくり  3. 地

じ
機
ばた
織
お
り

※本場結城紬：すべて手作業で製作された「結城紬」は 15 項目の検査を受け合格すると「合格証」
および「検査之証」が反物の部分に貼られ、本場結城紬としての品質が保証されます

開館時間　9：00～ 18：00　 　　
休 館 日　月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始
所 在 地　中央町3-7-1 ロブレビル 1階
T E L　0285-32-6477

　小山駅西口ロブレビル 1階にある「本場結城紬」の情報発信・
PRを行う施設。「本場結城紬」の展示や小物類の販売、実演・体
験などを行っています。
　当施設では今回の特集で紹介する糸つむぎ・地機織りの体験がで
きるほか、「本場結城紬」の着心地体験もできます。お好きな着物
を着付けてもらったら、そのまま街中を散策することができます。
※1週間前までにご相談・ご予約ください

貸出時間　10：30～ 16：00　　料金　2,500 円

伝統工芸士　塚
つか
原
はら
アイさん

　糸つむぎは何時間も手作業で糸を

つむぎます。老化防止にもなると笑

いながら話す塚原さんは21歳から

糸つむぎを始め60年以上経験のあ

る現役伝統工芸士です。現在は、後

継者の育成に力を入れています。市

の事業である糸つむぎ講習会の講師

も務めており「生徒が私のような講

師になって、糸つむぎの伝統を繋げ

てくれることが夢」と話してくれま

した。「最近では若い受講生も多く

なってきたので、若い方に技術を継

承していきたいです」

伝統工芸士　坂
さか

入
いり

則
のり

明
あき

さん

　坂入染織店として、代々続く家

業の機
はた

屋
や

を継いだ坂入さんは、「絣
かすり

くくり」と「染
せん

色
しょく

」の 2工程を主

に担っている伝統工芸士です。自

身の修行経験をいかし、後継者の

育成にも力を注いでいます。「平成

26年度から小山市の紬織士研修を

受け入れ技術の継承を続けてきま

した。現在すべての工程を習得し

一人前の職人に成長した紬織士。

これからの活躍が楽しみと同時に

技術を次の世代に受け継いでいく

大切さ責任を強く感じています」

伝統工芸士　須
す

藤
とう

伸
のぶ

子
こ

さん

　機屋の家業を継ぐという形で

22歳の頃に機織りを本格的にス

タートした須藤さん。機織りの仕

事は好きと笑顔で話してくれまし

た。「本場結城紬」の魅力は飽き

ないデザインと色見。最近では、

若者向けのデザインの着物のオー

ダーも入るため、若い方にも「本

場結城紬」の良さを知ってもらい

たいです。親から子へつなぐこと

ができるのは「着物」ならでは。

現役で続けられるあいだは「本場

結城紬」を作り続けたいです。

1 2 3

おやま本場結城紬クラフト館



広報おやま　2022.54

養蚕の伝統を継承

北関東地域の養蚕業最大の品評会で、最高賞の「大
だい

日
に

本
ほん

蚕
さん

糸
し

会
かい

頭
とう

賞
しょう

」を受賞した、知的障がい者
の就労支援施設「フロンティアおやま」。蚕に対する愛情が結果に繋がりました。

県内トップの養蚕業
　栃木県の養蚕業は、群馬県に次ぐ全国2位の繭の出荷量を
誇り、その中でも小山市は県内トップの年間4.7t を生産して
います。〔令和3（2021）年度現在〕
　小山市の東部は、かつて「桑村」、「絹村」と呼ばれた地域
で古くから養蚕が盛んに行われてきました。その昔は地元産
の繭を使って織られていた紬でしたが、現在は県外産の繭が
ほとんど。糸をつむぐための袋

ふくろ

真
ま

綿
わた

の加工も福島県に委ねて
いるのが現状です。小山市では、地元の高品質な繭の活用と
して、原料の加工から全ての工程を市内一貫生産による本場
結城紬の製作に取り組んでいます。

次世代へつなぐ取組み
　絹義務教育学校では、1・2年生「生活科」と、3～9年生
「総合的な学習の時間」及び関連する教科（美術・家庭等）で
9年間をかけて「本場結城紬」のすべての生産工程を体験し、
発展的学習につなげています。手仕事の工程を地域の伝統工
芸士をはじめとする地域のボランティアの皆さんを含め職人
の方々のご指導により、郷土の誇りを未来につなげる児童生

徒の育成に努めています。

障がい者施設でのチャレンジ
　「社会福祉法人パステルフロンティアおやま」は、7年前か
ら施設の利用者と共に小山市の伝統産業である養蚕業に取り
組んでいます。きっかけは、桑地区に施設があり、養蚕業が
衰退している姿を見て、自分たちになにかできないか、この
ままでは小山産の糸がなくなってしまうという思いからだっ
たそうです。同法人の阿

あ

久
く

津
つ

施設長は「養蚕業は工程が多く、
施設の利用者が生き物である蚕の世話をできるのか不安だっ
た」「実際に生き物を育てるという工程は施設の利用者にとっ
てプラスとなりました」「利用者には生き物を育てる責任感が
自然と芽生え、生き生きと作業をしている」と語ります。
　現在、当施設で生産された繭は群馬県に出荷されているた
め、一般に流通されている本場結城紬には使用されていませ
ん。「令和4年度からは、養蚕用のハウスを拡大する予定で、
質の良い繭を増産できれば、材料、工程すべて小山産の本場
結城紬を作ることに協力できる。伝統の継承を障がい者も出
来るということを見せたいです」と語ります。

「大日本蚕糸会頭賞」を受賞した繭
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振袖を作ることが私の夢でした

結城紬の「糸つむぎ」と「地機織り」の伝統工芸士である下ヶ橋さんは、妹の孫（幸奈さん）のために
成人式の振袖を織りました。

製作者　下
さ

ケ
げ

橋
は し

京
きょう

子
こ

さん
　幼いころから結城紬が大好きだった京子さんは、自身の夢
であった結城紬の伝統工芸士となりました。結城紬の注文は
普段着用の着物がほとんどのため、50年以上の経験がある京
子さんでも振袖を織ったことは今までありませんでした。「一
生に一度は振袖を織ってみたいという気持ちはあっても機会
がなかった。幸奈さんから振袖を織ってほしいと言われた時
は、やっと夢が叶うと涙を流して感動した」と当時を振りか
えっていました。
　幸奈さんの振袖は、幸奈さんの曾祖母がつむいだ糸を用い
たそうです。数十年に渡り大切に保管されていた糸が、京子
さんの手で大切な振袖に姿を変えました。
　現在、自身の孫のために新たな振袖を織っている京子さん。
2人で並ぶ姿を想像しながら結城紬に願いを込めます。

振袖を託された　下ケ橋幸
ゆき

奈
な

さん
　学校から帰れば機織りの音が聞こえるほど身近に結城紬が
あった幸奈さん。幼いころから、成人式に「本場結城紬」を
着たいという思いがあったそうです。実際に、成人式で「本

場結城紬」を着た時にその着心地の良さ、暖かさに感激。京
子さんと選んだ色合いもとても気に入っている。「本場結城紬
の魅力は、世界に一つだけ、自分だけの着物」と話す幸奈さ
んの振袖は、3頁で紹介した坂入さんが染めたもの。桜のよ
うな色を選ぶつもりだったが、思っているより暗い色見にな
ると聞いて、坂入さんの自宅で偶然見つけた「藤色」を見て
即決しました。これが大正解。想像していたより上品で素敵
な藤色の結城紬が仕立てあがりました。幸奈さんは伝統工芸
士と直接「色選び」ができるのも産地である小山市ならでは
と感じたそうです。
　年齢を重ねないと結城紬は似合わないというイメージはな
くなりました。自分だけの着物、仕立て直せば一生着ること
ができるという点では、むしろ、はじめて着物に袖をとおす
方に向いていると思います。「結城紬は若者に似合わないと決
めつけるのでなく、小山市民だからこそ、小山市でしか作る
ことのできない「本場結城紬」を着てもらいたい。私が成人
式で着た結城紬が妹も着たいと言っているので、妹たちに繋
げたい。妹たちが着た「本場結城紬」を想像すると今からと
ても楽しみです」と話している幸奈さんの表情に、結城紬の
未来を感じることができました。

下ケ橋幸奈さんと下ケ橋京子さん
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「紬
つむぎ

織
お り

士
し

」がつなぐ「本場結城紬」の未来

市は 2014 年度から本場結城紬の後継者として「紬織士」という新たな職種をつくり、職員とし
て採用。現在、2人の紬織士が伝統の継承に挑戦している。

紬
つむぎ

織
おり

士
し

　澤
さわ

田
だ

　浩
ひろ

位
え

　私は「本場結城紬」の全行程を習得するために、坂入氏宅
で研修を受けている紬織士です。真綿から手でつむいだ糸で
織られた「本場結城紬」は、すべてが手作りで、40工程以上
ある作業のほとんどは分業となっています。そのため「本場
結城紬」は反物を織りあげるのに長い期間を有します。一人
で全工程を身につけ「本場結城紬」を作り上げていくという
のは、今までの歴史の中で誰も経験したことのないことです。
私は４年間、技術を習得するための研修を積んできましたが、
職人さんの技は学べば学ぶほど奥が深く、自分の知識と経験
はまだまだ浅いと実感しました。
　「本場結城紬」には、「伝統を守り、最高の品質を提供する」
という職人さんたちの強い想いが込められています。着物離
れや後継者問題で生産者が減少している厳しい状況の中です
が、その想いをつないでいかなくてはならないと改めて感じ
ています。
　技術と伝統を後世に伝えていくことができるように、遠い
道のりですが、より一層頑張っていきたいと思います。そし
て「本場結城紬」に関わる皆さんの想いもつないでいきたい
です。

紬
つむぎ

織
おり

士
し

　今
いま

泉
いずみ

　亜
あ

季
き

子
こ

　紬織士として9年目を迎えましたが、本場結城紬の技術習
得は容易ではないと改めて思います。職人とされる方々でも
習得に10年を要する技法がいくつもあり、私ひとりの人生で
はいくら時間があっても足りないくらいです。
　この先、小山に暮らす子どもたちが着物に興味を持ち始め
る年齢となった時に、「結城紬を着てみたい！」と思ったとし
ても技術を継承できなければ結城紬を未来へ残すことは出来
ません。紬織士の使命は、職人の方々が何世代にも渡って残
してくださった「本場結城紬」という財産を次世代へと引き
継ぐことだと思います。また、結城紬の生産者が主役となる
よう、若手の伝統工芸士さんや関係者の方の活動をバックアッ
プすることも役目のひとつです。「結城紬」と名のつく製品は
数多くありますが、全て手作業で織られ「本場結城紬」とし
て生産された反物を正真正銘の「小山の魅力」として広めて
いきたいです。
　本場結城紬の現場では職人の高齢化が深刻となっています。
技術を継承する方々が少ない状況にありますので、伝統を受
け継いで後世へ残していけるよう更なる技術の習得に取り組
みたいと考えます。

紬織士（9年目）　今泉　亜季子 紬織士（5年目）　澤田　浩位
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紬織士（9年目）　今泉　亜季子 紬織士（5年目）　澤田　浩位

たくさんのご応募ありがとうございました。
「つむぎ」という名前に込められた願いを

想像してみてください。

稲村　
紬ちゃん

福本
紬ちゃん

福田
つむぎちゃん

関口
つむぎちゃん

岩間
つむぎちゃん

宇賀神
紬希ちゃん

喜田　
紡生ちゃん

宮田
紬ちゃん

栗原
紬ちゃん

杉田
紬ちゃん

藤貫　
葉紬ちゃん

百目鬼　
つむぎちゃん

佐久間
つむぎちゃん

浅野
紡ちゃん

相馬　
紬葵ちゃん

山中
紬ちゃん

須賀　
紬葵ちゃん

長谷川　
紬ちゃん

長谷川
紬ちゃん

塚原　
紬來ちゃん
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　バスケットボールは1891年にアメリカで生まれました。
多くの障がい者を生んだ第二次世界大戦後、米英両国
で車いすスポーツが生まれ、バスケットボール発祥の地
アメリカでは車いすバスケットボールが障がい者自らの
手で情熱を傾ける対象として急速に普及発展し、1949
年には全米車いすバスケットボール協会が設立されまし
た。一方、1946 年英国ではストークマン・デヴィル病
院のグットマン博士により脊髄損傷者の治療法のひとつ
として車いすポロやネットボール（バスケットボールの元
となったスポーツ）が導入されました。この 2つの流れ
は1950 年代後半にひとつとなり、車いすバスケットボー
ルは競技スポーツとして世界中で盛んになっていきまし
た。車いすも当初は日常使用のものが用いられていまし
たが、だんだんに競技用のものが工夫され、現在はハ
イレベルな競技が行われています。（出展：一般社団法
人　日本車いすバスケットボール連盟）
　東京オリンピックの日本選手団の活躍により、車いす

バスケットボールに興味を持った方も多いのではないで
しょうか。車いすバスケの魅力はなんといっても、車輪
を操って猛烈な勢いでぶつかり合うところ。ぶつかりあ
う迫力は車いすバスケならではです。車いすバスケは競
技用の車いすに乗ってバスケをプレーするということで、
バスケと基本的なルールや規定に大きな違いはありませ
んが、車いすバスケならではのことがあります。
　まずクラス分けです。選手には障がいレベルの重い者
の順から1.0 ～ 4.5 の持ち点が定められています。試合
中コート上の 5人の持ち点の合計が 14.0を超えてはいけ
ません。※全国障害者スポーツ大会では男女の区別は
ありません。女子選手は男子選手よりも持ち点を－1.5と
して計算します
　次に、ダブルドリブル（ドリブルを一回止めた後、ま
たドリブルをすること）はありませんが、ボールを持って
3回車輪をこぐと相手ボールになります。　

　国民体育大会とは、昭和21年から、毎年都道府県が持ち回りで開催する国内最大の
スポーツの祭典です。
　「冬季大会」と「本大会」の競技得点の合計を競い合う、都道府県対抗方式で行われ、天
皇杯（男女総合成績第1位）・皇后杯（女子総合成績第1位）の獲得を目指し、代表選手が各
競技で熱い戦いを繰り広げます。「いちご一会とちぎ国体」は、昭和55（1980）年の第35
回国民体育大会（栃の葉国体）以来、42年ぶりとなる 2022年に栃木県で開催される第77
回国民体育大会です。競技得点の対象になる「正式競技」のほか、「特別競技」「公開競技」「デモンストレーショ
ンスポーツ」といった競技を実施します。小山市では、水球・新体操・空手道・軟式野球・ウエイトリフティン
グとデモンストレーションスポーツのフォークダンス、団体競技である車いすバスケットボールを実施します。

フォークダンスの参加者を募集します
実 施 日　6月12日（日）
申込期間　5月  9日（月）～ 31日（火）
会　　場　県南体育館
参加資格　県内在住、在勤、在学する方
参 加 費　無料
参加人数　600人（先着順）
申込方法　申込書の持参・郵送・FAX・専用フォーム

10月1日（土）～11日（火） 10月29日（土）～31日（月）

開催に先駆けて、東京パラリンピックで銀メダルを獲得した、
髙柗義伸選手が出場する 車いすバスケットボールの魅力を紹介します。
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問 国体推進課
☎ 22-9896

日程·会場はこちらから



広報おやま　2022.5 9

Q 車いすバスケットボールの面白い
　 ところは？
　車いすと車いすのぶつかり合う激しさ。生で見
ると、音もすごいので迫力が伝わると思います。
車いすでもめちゃめちゃ早く動ける選手がいるの
で、そういうところをぜひ見てほしいです。

Q 小山市開催で楽しみにしている
　 ことは？
　実際にプレーをしているのを見てもらえる機会
はなかなかないので、中学校・高校の友達が来て
くれると嬉しいです。
　僕がバスケを教えてもらったレイカーズの先輩
と試合ができるのも楽しみです。チームのみんな
も栃木国体を目指してきているので、集大成とし

て、僕自身も日本代表として成長した姿をコート
に一緒に立って、そういう姿をみせられるような
大会にできたらよいなと思っています。

Q 日本代表としても活躍されている
　 髙柗選手。
　 今後の目標を教えてください。
　これから世界選手権の予選やU23世界選手権も
始まります。日本代表の主力としても活躍し、チー
ムに貢献できるように頑張りたいです。そして世
界選手権でメダルをとりたいです。　

5月21日（土）～22日（日）
会場　県立県南体育館

10月29日（土）～31日（月）
会場　県立県南体育館

髙柗選手に聞いてみたら、車いすバスケットボール
を今よりもっと応援したくなりました。

髙
たか
柗
まつ
 義
よし
伸
のぶ
さん

所属：栃木レイカーズ
豊田南小　小山中出身
東京2020パラリンピックで
日本代表として銀メダル獲得
に貢献

関東ブロック大会（リハーサル大会）

いちご一会とちぎ大会
（第22回全国障害者スポ－ツ大会）

関東ブロック大会トーナメント1位チーム + 開催地枠として栃木県チームが出場します。

車いすバスケットボールの
情報はこちらから確認できます。
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　今春、間々田 FCがむしゃら（以下、がむしゃら）の
OBの櫻井まどかさんがなでしこリーグ１部に所属する
ニッパツ横浜 FCシーガルズに加入しました。
　櫻井さんは、間々田 FCがむしゃら‐白岡 SCL（中学校）
‐聖和学園高校（高校）で活躍されました。
　小学校３年生の時に同じクラスの同級生に誘われて、が
むしゃらの体験入部で試合に参加。「試合に出てサッカー
をすることは初めての経験でしたが、とても楽しかったの
でがむしゃらでサッカーを始めてみようと思いました。」「女
子サッカーの魅力は、男子と同じようにできるスポーツ、
そしてお互いの知恵と技術でプレーするところです。」
　過酷な練習を重ね、つかみとったなでしこリーグへの道。
がむしゃら時代の監督の言葉が今でも心に残っていると教
えてくれました。自分が悩んでいると必ず「まどか、最後
は努力と根性だ！」と監督が声を掛けてくれたことで辛い
練習でも頑張れたそうです。
　サッカーは試合で勝利したときみんなで嬉しさを共有で
きることが最大の魅力です。仲間はもちろん、応援してく
れる家族や友達、監督やコーチが喜んでくれるとサッカー
をしていて良かったと思います。

～櫻井さんの今後の夢・小山市の子どもたちへエール～
「夢はなでしこリーグで優勝すること。そしてWEリーグ
で活躍したい。最終目標はなでしこ JAPANに選出されて
オリンピックに出ることです。」
「夢を持って頑張っていれば誰かが見ています。だから最
後まで諦めないでほしい。でも時には家族や友人に頼るこ
とも必要です。楽しくそして最後は努力と根性で皆さんも
頑張ってください！」

きらり小
お

山
やま

人
びと

～紹介したい人がいます～　No.2
輝く人にインタビュー

櫻井さんの活躍はこちらから確認できます。

写真提供（ ニッパツ横浜 FC シーガルズ）

広報おやま　2022.510

ニッパツ横浜 FCシーガルズ

櫻
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まどか選手
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QR

問中央図書館　☎ 21-0750

6

　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

鈴木さんの気になるスポット

武井の田んぼ風景

#田園風景　#風の通り道　#小山の魅力  

緑色の時期　7月～ 8月
住 所　小山市武井

　私が紹介したいスポットは、武井の田んぼ風景で
す。
　7月から8月になると、美しい景色が楽しめます。
　見慣れている日常の風景ですが、一面に広がる緑
色を眺めるとホッと心が休まります。それに、風に
そよそよ揺れる稲の音にとても癒されますし、しば
らく眺めていると、風の通り道が分かるのでワクワ
クします。
　心休まる田んぼ道へドライブやお散歩はいかがで
しょうか！
 おやま広報特派員　鈴木 さん （@nuts______nuts）

7

6（月）・13（月）・20（月）・23（木）・27（月）
※小山・間々田・桑分館も同様の休館になります

中央図書館ホームページをご覧ください。

 6月の休館日

　

 おはなし会
名称（会場） 6月 開始時間

おはなしウェンディ 1日㈬ 15：30
おやま分館ピッコロおはなし会(小山分館) 3日㈮ 11：00
おはなしこんにちは 8日㈬ 10：30
おはなしメロディ 12日㈰ 14：00
ままだ分館おはなしかい（間々田分館） 14日㈫ 15：30
おはなしウェンディ0・1・2 15日㈬ 11：00
わくわくマルベリーおはなし会(桑分館) 18日㈯ 13：30
おこれんのおはなし会 19日㈰ 14：00
はなしのこべや　おはなしかい 26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

　図書館の仕事や本について学び、「子ども司書」としてまわりの友達や
家族に読書の楽しさを伝えてみませんか？
対　象：市内在住の小学5・6年生（定員16人／先着順）
日　時： 5月15日・6月5日・19日・7月3日・17日・8月7日・21日・

 9月4日（各日曜日） 午前9時30分～ 11時30分
申込み： 4月12日（火）～ 5月8日（日）中央図書館児童サービスデスク

 または電話

　今月は松尾芭蕉が「おくのほそ道」に旅立った5月16日旅の日にちなみ、
旅をテーマにした本を紹介します。また、注目のSDGsに関する本も紹介
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。

『キノの旅 the Beautiful World』 時雨沢 恵一／著　メディアワークス
主人公の人間キノと、言葉を話す二輪車エルメスの旅の話です。人の
痛みが分かる国、多数決の国、大人の国、平和な国など様々な国を訪
れる、一話完結型の連作短編ファンタジーです。主人公のように二輪
車に乗って旅をしたくなる一冊です。

『数字でわかる!こどもSDGs 地球がいまどんな状態かわかる本』
秋山 宏次郎／監修　バウンド／著　カンゼン

1日200円未満で生活する子どもは世界に何人いる？学校に行けず働く
子どもは世界に何人いる？絶滅の危機にある生き物はどれくらいいる？
1990 ～2020年の間に世界の森林はどれくらい減った？など、SDGs

に関係する数字から現実を学ぶことができます。また、新型コロナが世界に与えた
影響も紹介しています。

 令和4年度子ども司書養成セミナー受講生募集

 いちおし本 ～旅する本&SDGsに関する本～

　今春、間々田 FCがむしゃら（以下、がむしゃら）の
OBの櫻井まどかさんがなでしこリーグ１部に所属する
ニッパツ横浜 FCシーガルズに加入しました。
　櫻井さんは、間々田 FCがむしゃら‐白岡 SCL（中学校）
‐聖和学園高校（高校）で活躍されました。
　小学校３年生の時に同じクラスの同級生に誘われて、が
むしゃらの体験入部で試合に参加。「試合に出てサッカー
をすることは初めての経験でしたが、とても楽しかったの
でがむしゃらでサッカーを始めてみようと思いました。」「女
子サッカーの魅力は、男子と同じようにできるスポーツ、
そしてお互いの知恵と技術でプレーするところです。」
　過酷な練習を重ね、つかみとったなでしこリーグへの道。
がむしゃら時代の監督の言葉が今でも心に残っていると教
えてくれました。自分が悩んでいると必ず「まどか、最後
は努力と根性だ！」と監督が声を掛けてくれたことで辛い
練習でも頑張れたそうです。
　サッカーは試合で勝利したときみんなで嬉しさを共有で
きることが最大の魅力です。仲間はもちろん、応援してく
れる家族や友達、監督やコーチが喜んでくれるとサッカー
をしていて良かったと思います。

～櫻井さんの今後の夢・小山市の子どもたちへエール～
「夢はなでしこリーグで優勝すること。そしてWEリーグ
で活躍したい。最終目標はなでしこ JAPANに選出されて
オリンピックに出ることです。」
「夢を持って頑張っていれば誰かが見ています。だから最
後まで諦めないでほしい。でも時には家族や友人に頼るこ
とも必要です。楽しくそして最後は努力と根性で皆さんも
頑張ってください！」
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櫻井さんの活躍はこちらから確認できます。

写真提供（ ニッパツ横浜 FC シーガルズ）
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社会福祉協議会

社会福祉
協議会

社会福祉
協議会

社会福祉
協議会

社会福祉
協議会

正面
入口

　不燃系資源物「びん・缶・ペッ
トボトル」。
　中でも、びん・缶のコンテナ
には、意外といろいろなものが
混入しています。

　特に気を付けていただきたい
のが、「飲料用」のびん・缶に
限るということです。
　ツナ缶やフルーツ缶など、飲
料用以外の缶は「不燃ごみ」で
す。

　飲料用といっても、インスタ
ントコーヒーの粉が入ったびん
は「不燃ごみ」です。
　“そのまま飲める「飲料用」
のもの”と覚えていただくとわ
かりやすいでしょう。

ごみの分別～ここに注意して～

　5月から各月で「ごみの分別～ここに注意して～」として、ごみ分別の間
違いやすいところや問合せの多いところ、細かいけれど気になるところなど
をお伝えします。

5 月号は、びん・缶について紹介します。

旧保健・福祉センター1階フロア

問環境課　☎ 22-9286

旧保健・福祉センターへの移転

問社会福祉協議会
　　　☎ 22-9501

問国際交流協会
　　☎ 23-1042

問高齢者サポートセンター
　小山総合　　☎ 22-3061

問消費生活センター
　　　　☎ 22-3711

問更生保護サポートセンター
　　　　　　　　☎ 21-3521

広報おやま　2022.512
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インフォメーション

お知らせ

成年年齢が
引き下げになりました

問市民生活安心課　☎ 22‒9282
　民法改正により令和4（2022）
年 4 月 1 日から成年年齢が 18 
歳になりました。
　18、19 歳は賃貸契約やクレ
ジットカード等の契約を一人でで
きると同時に、親の同意を得ずに
契約した場合に契約を取り消せる
「未成年者取消権」が行使できな
くなったため注意してください。
5 月の全国消費者月間において
も、令和 4 年度のテーマを【考
えよう！大人になるとできるこ
と、気を付けること～ 18 歳から
大人に～】としています。成年年
齢の引き下げについて考えてみま
しょう。

自動車税（種別割）の納期限は
　　　　　　　5月31日（火）

問栃木県税事務所　
☎ 0282‒23‒3411
　自動車税（種別割）の納期限は5
月 31日（火）です。スマートフォ
ン決済アプリ（PayPayやLINE Pay）
で納付できます。心身障がい者の
方には、一定の要件のもとに減免
制度があります。

令和4（2022）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17日（木）
～3月17日（木）に開催されまし
た。会議結果はホームページ、議
案の詳細は、議案書が市立図書館
にありますので、ご覧ください。

令和4年国民生活
　　　基礎調査の実施

問行政総務課　☎ 22‒9312
問県健康増進課　☎ 22‒9312
　この調査は、県内 100地区を
対象として 4月から実施されて
います。身分証を携帯した調査員
が、市内の対象地区のお宅に直接、
調査のお願いに伺います。電話等
で調査内容をお聞きすることはあ
りません。

国保・後期の傷病
手当金の適用期間延長

問国保年金課　☎ 22‒9413・9414
　小山市国民健康保険・後期高齢
者医療に加入している被用者が新
型コロナウイルスに感染し（また
は発熱等感染が疑われる症状があ
り）、仕事を休んだことにより給
与等が減額された場合、申請によ
り支給される傷病手当金の適用期
間が令和 4年 6月 30 日（木）ま
でに延長されました。

年金の繰下げ制度の変更

問国保年金課　☎ 22‒9416
問栃木年金事務所　
☎ 0282‒22‒4131
　年金の受給は原則65歳からで
すが、希望すれば66歳以降に年
金を請求し、増額した年金が受け
取れる繰下げ制度を利用するこ
とができます。令和 4年度から、
年金の受給選択時期の拡大として
75歳まで繰下げ可能となりまし
た。

ふれ愛入浴サービス

問幸の湯　☎ 25‒0356
問高齢生きがい課　☎ 22‒9617
　高齢者の方や身体に障がいのあ

る方に、介助を伴って入浴のでき
る入浴サービスを提供していま
す。
日 時　
5 月 27 日、6 月 24 日、7 月
22日、8月 26日、9月 23日、
10月 28日（毎月第4金曜日）
10時～ 15時
場 所　幸の湯
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上記の介助者

家族セミナー

問福祉課ひきこもり相談支援室　
☎ 22‒9858
　ご本人への向き合い方や対応方
法を学んだり、同じような悩みを
持つご家族同士の話を聴いたりす
るセミナーです。
開催日　①6月24日（金）、
　　　　②7月15日（金）
時　間　14時～16時
※①と②の内容は別です。2つと
も受講必須
対 象　ひきこもりご本人が小山

市にお住まいの方のご
家族

定 員　15人
申 込　6月10日（金）まで
※事前に面接相談を実施

養育里親を募集

問子育て家庭支援課　☎22‒9854
問栃木フォスタリングセンター
（TFC）　☎ 028‒612‒6970
tfc2021@circus.ocn.ne.jp

　様々な事情で本来の家庭で生活
できない子どもを、一定期間養育
する里親を「養育里親（とちのき
フォスター）」といい、県では、
里親制度の普及啓発等を行ってい
ます。
日 時　火～土曜日　
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　　　　9時～17時　
場 所　栃木フォスタリングセ

ンター（宇都宮市駒生町
1837-3）

障がい者（児）の方
　　　　　向けの手当

問福祉課　☎ 22‒9624
　障がいのある方や難病の方、障
がい児の保護者の方等が受給でき
る手当。
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
生活で常時特別の介護を必要とす
る状態にある方
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状態にある方
重度心身障がい児介護手当
※障害児福祉手当とは併給不可
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
特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満の児
童を監護している父母、またはその
養育者の方

国分寺特別支援学校
　　　　「学校説明会」

問学校教育課　☎ 22‒9676
問国分寺特別支援学校　
☎ 44‒5121
　学校概要の説明、施設見学、授
業参観、体験学習、教育相談等
日 時
小学部　① 6 月 29 日（水）、②
8月 5日（金）、③10月 4日（火）
中学部　① 8 月 4 日（木）、②
10月 5日（水）
高等部　① 7月 4日（月）、② 9
月 13 日（火）・15 日（木）・20
日（火）・22 日（木）のうち 1 日　

③11月 24日（木）
申込先　
就学前のお子さん : 学校教育課
小・中学生 : 通学している学校

栃木特別支援学校
「学校見学会・体験学習」

問学校教育課　☎ 22‒9676
問栃木特別支援学校　☎ 0282‒
24‒7575
　肢体不自由教育部門の学校見
学・体験学習
日 時
学校見学会　7月 6日（水）
体験学習
小学部【対象 : 年長・転入学児】　
8月 2日（火）
中学部【対象 : 小 6・中 1・中 2】　
10月 28日（金）
高等部【対象 : 中 3】　① 9 月
27 日（火）・28 日（水）、② 11
月 29日（火）・30日（水）
申込先　
就学前のお子さん : 通園している
幼稚園・療育機関等
小・中学生 : 通学している学校

栃木特別支援学校
　　　　「早期教育相談」

問学校教育課　☎ 22‒9676
問栃木特別支援学校　☎ 0282‒
24‒7575
　お子さんの発達や養育等の教育
相談
日 時　月～金曜日（祝祭日、長

期休業中を除く）
　　　　9時～16時 30分
対 象　就学前のお子さんとその

保護者
申 込　同校へ電話　

小山市民キャンプ場 
《涸

ひぬま

沼自然公園内》のご案内

問生涯スポーツ課　☎ 21‒0021
開設期間　4月 25日（月）～ 10月

31日（月）

場 所　茨城県茨城町涸沼自然公
園内涸沼

　　　　自然公園キャンプ場
対 象　小山在住・在勤・在学の方
申 込　10月 30日（日）まで

おやま・まちづくり
　　　　　　出前講座

問生涯学習課　☎ 22‒9665
　市民の皆さまの要望に応じて講
師が出向きます。市の行政に関す
る講座を 108種類、市内高等教
育機関による専門的な講座を 21
種類、用意しています。
場 所　市内公共施設・自治会公

民館・企業・個人宅等　
※会場、備品はご準備ください
対 象　市内在住等の10人以上

の団体
講師料　無料　※材料費等かかる

場合あり

国庫補助による
埋蔵文化財の調査案内

問文化振興課　☎ 22‒9669
　遺跡地内での宅地造成などの工
事については、事前に協議のうえ、
文化財保護法の届出・確認調査が
必要です。
対 象
事業計画が明確で、更地の個人住
宅の建築（外構を含む）用地。※森
林法にかかる土地の場合は、事前
に解除手続き必須
提出書類
①調査依頼書　②案内図　③公図
（正本）　④実測図　⑤登記事項証
明書（正本）　⑥事業計画図（配置
図・平面図・立面図・基礎図な
ど）　⑦現況写真（2方向・各1部）　
⑧発掘調査承諾書（土地所有者）※
①・⑧の書式はホームページから
印刷可
提出先　同課窓口へ直接
受付時間　毎月第2火曜日　
　　　　9時～11時 30分
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春の苗木無料配布

問公園緑地課　☎ 22‒9881
　家庭緑化用にラベンダー・ジュ
ンベリーの苗木を無料配布しま
す。※なくなり次第終了
日 時　5月 26日（木）
  9 時 30分～ラベンダー配布
13時 30分～ジュンベリー配布
場 所　小山御殿広場（市役所北

側の芝生広場）
対 象　市内在住の方
定 員　各50人
申 込　事前申込み不要

助成制度・手当

（一財）自治総合センター
コミュニティ助成事業

問市民生活安心課　☎ 22‒9287
助成メニュー
①一般コミュニティ助成事業
（100～ 250万円）
　コミュニティ活動に必要な備品
等の整備
②コミュニティセンター助成事業
（対象事業費の5分の 3以内、上
限1,500万円）
　コミュニティ施設（集会所等）の
建設・大規模修繕
③青少年健全育成助成事業
（20～ 100万円）
　スポーツレクリエーション・文
化・学習活動等のイベント、親子
参加のソフト事業
実施期間　令和5年度内
申請方法　
①7月中に同課へ連絡
②8月末に助成要領を送付
③10月上旬に申請書提出

市民活動推進事業補助金

問市民生活安心課　☎ 22‒9287
　市民活動団体が自主的・主体的
に取り組む社会貢献活動に対して
補助金を交付します。
対象団体　主に小山市内で活動する

5人以上の団体
対象事業
令和 4年度に実施する①地域活
性化事業②社会貢献事業③公共
性・公益性を有する事業など
交付例）制服バンク、外国人向け
進路ガイダンスなど
補助額　最大5万円
※3年間を限度に毎年申請可能
申込期間　5月9日（月）～6月13

日（月）

木造住宅
　安全対策助成事業

問建築指導課　☎ 22‒9233
　旧耐震基準で建築された一戸
建て木造住宅の耐震対策に対す
る助成を行っています。※令和4
年 4月 1日～耐震建替の申請は、
省エネ基準への適合要件が追加さ
れました
補助限度額
①耐震診断 :2万円　
②耐震改修・建替 :100万円
申 込　同課窓口

募 集

小山の花火（分散型）
　　　個人協賛の募集

問商業観光課　☎ 22‒9273
　小山の夏の風物詩「小山の花火」
は、今年も分散型で開催します。
日 時　8月 20日（土）
　　　　7時～（予定）
場 所　市内10カ所（程度）

対 象　どなたでも
料 金　1口 2,000円～
申込場所　同課窓口、小山商工会議

所、小山市おもいがわ
商工会本所・支所、観
光協会、市内各出張所

申込期限　5月31日（火）まで

「学びの教室」の
　  学習支援ボランティア募集 

問生涯学習課　☎ 22‒9665
　中学生に対する 5教科の学習
支援。
日 時　土曜日の午後約 3時間

（月2回程度）
場 所　中央、大谷、間々田、豊田、

桑、絹公民館、小山城
南市民交流センター

対 象　教育職員の普通免許状を
有する者

家庭教育支援
 プログラム指導者研修

問生涯学習課　☎22‒9665
　保護者向け参加型学習プログラ
ム「家庭教育支援プログラム」を
実践するための知識を身に付ける
研修です。
日 時　5月 24 日（火）、6月 8

日（水）・22 日（水）、7
月 6日（水）・27日（水）
10 時 ～ 15 時 30 分　
全6回

場 所　栃木県総合教育セン
ター（宇都宮市瓦谷町
1070）

申 込　5月 10日（火）まで

新体力テスト

問生涯スポーツ課　☎ 21‒2695
服 装　運動しやすい服装
持ち物　室内用運動靴、タオル、

飲み物
日 時
①高齢者の部　6 月 9 日（木）9

※「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
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時までに受付
②青年の部　6月 25日（土）9時
までに受付
場 所　市立体育館　サブアリーナ
対 象　
①高齢者の部　65～ 79 歳の市
内在住者　
②青年の部　　20～ 64 歳の市
内在住者
定 員　各30人
料 金　無料
①高齢者の部　5月 9 日（月）～
27日（金）
①青年の部　　5月 9 日（月）～
6月 10日（金）
申 込　平日8時30分～17時　
　　　　同課窓口または電話

市営住宅の入居者募集
　 （令和4年度第1回）

問（一社）ハートフル　
☎ 32‒6418
①市内在住または通勤者②同居、
または同居しようとする親族があ
る方③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
せ
場 所　（一社）ハートフル（西城

南3-15-5 清風館 110）
申 込　5 月 2 日（月）～ 20 日

（金）

　　　　イベント・講座

6月の定例観望会  

問博物館　☎45‒5331
「おおぐま座をみつけよう」
～M51子持ち銀河をみよう～
　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　6月 11日（土）
　　　　20時～ 21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人程度
料 金　無料
申 込　博物館ホームページ予約

受付フォームまたは電話　
5月 14日（土）～20日
（金）（抽選・要予約）

※1回の申込5人まで

認知症サポーター
　養成講座（初級・上級）

問高齢生きがい課　☎22‒9853
【初級】認知症の症状や接し方に
ついて
日 時　5月20日（金）13時30

分～ 15時
場 所　市役所 3 階大会議室

3a・3b
対 象　市内在住または在勤の方
定 員　20人
料 金　無料
【上級】認知症になっても安心し
て暮らせるまちづくり
日 時　6月10日（金）13時30

分～16時
場 所　市役所 6 階大会議室

6a・6b・6c
対 象　初級版を修了している市

内在住または在勤の方
定 員　20人
料 金　無料
申 込　5月18日（水）までに電話

ゆめまち5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　5月 24日（火）
　　　　10時 30分～ 11時

場 所　ゆめまち
対 象　未就学児
料 金　無料
申 込　不要

県主催「とちぎウーマン応援塾
～女性の声で地域を変えよう～」
　　　　　受講生募集

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

　講義やグループワークを通して、
女性リーダーとして必要な情報や
スキルを身につけ、参加者同士の
ネットワークを広げましょう。
日 時　 研 修 期 間　7 月16 日

（土）～11月5日（土）全
6回

場 所　パルティ（とちぎ男女共
同参画センター）

　　　　宇都宮市野沢町4-1
定 員　20人程度
料 金　無料
申 込　6月17日（金）までに申

込用紙（パルティホーム
ページからダウンロー
ド可）を人権・男女共同
参画課へFAX または
メールで提出

その他　一時保育あり（満6カ月
～就学前の子）1人1回
500円

シルバー大学校
　　　第43期生募集

問高齢生きがい課　☎22‒9617
受付期間　6月1日（水）～30日（木）
書類提出先　
入学を希望するシルバー大学校ま
たは同課
対 象　
60 歳以上（令和5 年3 月31 日
時点）で地域活動を実践している
または地域活動に意欲がある方。
※50 ～59 歳の方は市長の推薦
があれば可※第25期以降のシル
バー大学校卒業生は応募不可
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定 員　120人
料 金　授業料　19,000円/年、
　　　　資料代　  2,100円/年
※授業教材費、学生自治会費・ク
ラブ活動費・交通費は自己負担
申 込　入学願書に必要事項を記

入し、返信封筒を持参ま
たは郵送（申込書は同課
窓口）

学校説明会
日 時　①5月 17日（火）
　　　　10時～ 12時、
　　　　②6月 1日（水）
　　　　10時～ 12時
場 所　シルバー大学校南校（栃

木市神田町9-40）
※当日会場へ直接お越しください

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

①テトラポーチ作
り（ファスナー、ス
トラップ付）

5/14㈯
13:30～ 1,200円

②コースター織
体験（地機織り）

5/15㈰
10:30～
14:00～

1,000円
子供
500円

③ドライフラワー
とアーティフィ
シャルフラワーで
作る「フラワート
ピアリー」

5/19（木）
13:30 ～ 1,500 円

④御朱印帳作り
（結城紬の表紙）

5/22 ㈰
13:30 ～ 2,000 円

場 所　クラフト館
申 込　5月 4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

ピアノを弾きませんか?

問生涯学習センター　
☎22‒9111
　貸切の音楽ホールでベーゼンド
ルファーのグランドピアノを 45
分間、自由に弾ける特別企画です。
日 時　6月4日（土）・12日（日）
　　　　9時～19時
場 所　生涯学習センター　音楽

ホール

料 金　1,000円
定 員　1日 11組
申 込　5月 14日（土）10時～
　　　　電話または窓口

生涯学習センター
ベビーマッサージ教室

問生涯学習センター　
☎22‒9111
日 時　
（平日コース）
6月 10日・24日
7月 8日・22日（各金曜日）
10時～11時
（休日コース）
6月 11日・25日
7月 9日・23日（各土曜日）
10時～11時
参加費　全4回　4,000円
対 象　赤ちゃん1人と保護者

（パパ、ママなど）1～2
人、最大計3人まで

定 員　10組
申 込　5月 14日（土）10時～
　　　　電話、同館窓口

生涯学習センター
　6～8月運動系講座

講座名 日時 料金
①リラックス
ヨガ

月曜日
9:30～10:30

全 11回
4,400 円

②かんたん
ストレッチ

月曜日　
11:00～12:00

全 11回
4,400 円

③筋トレ
ストレッチヨガ

火曜日　
14:00～15:00

全 12回
4,800 円

④骨盤
ストレッチ

水曜日　
9:00～10:00

全 13回
5,200 円

⑤ストレッチ
ヨガ

水曜日　
10:15～11:15

全 13回
5,200 円

⑥快眠ヨガ 水曜日
19:00～20:00

全 13回
5,200 円

⑦骨盤リズム
体操

木曜日
9:30～10:00

全 11回
4,400 円

⑧筋トレ
ストレッチ

木曜日
10:15～11:15

全 11回
4,400 円

⑨筋トレ
ストレッチ

木曜日
11:30～12:30

全 11回
4,400 円

（⑧筋トレストレッチと⑨筋トレ
ストレッチは時間帯が違いますが
同一内容です。）
場 所　生涯学習センター　ギャ

ラリー

定 員　各講座30人
申 込　5月 14日（土）10時～
　　　　電話または窓口

文化センター 
　　　上半期イベント

問文化センター　☎22‒9552
公演名 日時 チケット

第20回夢ピアノコ
ンサート

5/8㈰
13:00開演 入場無料

ピアノと朗読と巡
るプチフランス

5/21㈯
14:00開演

自由席
1,200円

日本交響楽団第
18回定期演奏会
リクエストコン
サートⅡ

6/19㈰
14:00開演

指定席
一般
1,000 円
高校生以
下
500円

ピアノコンサート 7/16 ㈯
開演時間未定 未定

八神純子Live 7/24㈰
16:30開演

指定席
6,800 円
当日
7,300 円

世良公則アコー
スティック
ソロライブ2022

8/6 ㈯
16:00開演

指定席
6,800 円
当日
7,300 円

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

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▼
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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（4月12日現在の情報です）

しらさぎ館　前期講座　　
問NPO法人コミュニティままだ　☎38‒6606

講　座　名 日　時 定員 料金
歴史講座 8/5（金）

10:00～11:30 20人 無料

パン作り教室
6/8、7/6、8/10
（各水曜日）
9:00～12:00

8人 実費
（材料費）

リズム運動教室
6/14・21、7/5
（各火曜日）
13:00～14:30

15人 無料

ボールペン教室
6/14・28、7/12・26

（各火曜日）
10:00～11:30

20人 無料

スマホ教室
6/6・20、7/11・25
（各月曜日）
10:00～11:30

16人 300円

遊びリテーション
8/9、23
（各火曜日）
10:00～11:30

20人 無料

ふるさと探訪ウォー
キング 6/3（金）9:00～15:00 20人 昼食代

各自

ポーセラーツ講座
6/10・24、7/8
（各金曜日）
13:00～15:30

12人 4,500円

申 込　5月9日（月）～11日（水）9時～16時　
　　　　同館窓口
※電話申込不可。定員を超えた場合は抽選　

穂積公民館前期講座　　
問穂積公民館　☎ 38‒2004

講　座　名 日　時 定員 料金
穂積の歴史講座 6/22・29（各水曜日）

10:00～11:30 10人 無料

ゆったりストレッチ
&ヨガ講座

6/9・23、7/14・28
（各木曜日）
11:00～12:00

12人 無料

布のアクセサリー
講座

6/7・21、7/5（各火曜日）
13:30～15:30 10人 500円

申 込　5月9日（月）～18日（水） 
　　　　同館窓口または電話
※定員を超えた場合は抽選

大谷公民館前期講座のご案内　　
問大谷公民館　☎ 28‒0004

講　座　名 日　時 定員 料金
元気に過ごすための
健康講座

7/5・12・19
（各火曜日）
14:00～ 15:00

12人 無料

使ってみよう !
スマートフォン !

7/7・14
（各木曜日）
14:00～16:00
※両日とも同内容

各回
14人 無料

初心者向け　ヨガ
6/8・15・22・29
（各水曜日）
10:00～ 11:00

12人 無料

女性学級
※女性対象

6/7（火）～（全9回）
9:30～ 11:30 20人 実費

ふれあい学級
※高齢者対象

6/9（木）～（全9回）
9:30～ 11:30 20人 実費

申 込　5月 6日（金）～19日（木）15時　
　　　　同館窓口
※電話申込不可。定員を超えた場合は抽選

豊田公民館　学級・前期講座　　
問豊田公民館　☎ 37‒1002
講　座　名 日　時 定員 料金

豊田作楽学級

6/7、7/5、9/6、11/8、
12/6、1/10、2/7
（各火曜日）　
9:30～11:00

8/9（火）10:00～11:30
10/13、3/2（各木曜日）
8:30～16:30

40人 100円+
実費

とよだすくすく
子育てくらぶ

6/10、7/8、9/9、10/7、
12/9、1/27
（各金曜日）
10:30～12:00

10組
20人 無料

豊田女性学級

9/17、1/21（各土曜日）
9:00～16:30

6/25、7/16、8/6、10/22、
11/19、12/24（各土曜日）

10:00～11:30

30人 200円+
実費

イスdeストレッチ
講座

6/9・16・23・30（各木曜日）
10:00～11:00 15人 500円

籐かごバック作り
講座

6/14・28、7/12（各火曜日）
13:30～16:00 10人 3,500円

ミニハイキング講
座（渡良瀬遊水地） 6/1（水）9:00～12:00 10人 300円

申 込　5月 16日（月）～同館窓口
※電話申込不可

マルベリー館　前期講座　　
問NPO法人げんきフォーラム桑　☎ 37‒7588
講　座　名 日　時 定員 料金

セルフケア
リンパマッサージ

6/6、7/11、8/1
（各月曜日）
10:00～12:00

13人 1,500円

楽ちん脳トレ
ピアノ 

6/6・13・20・27、7/4
（各月曜日）
9:30～11:30

15人 無料

楽しく学べる
認知症 

6/7・21、7/5
（各火曜日）
10:00～11:30

20人 無料

水引アート
6/7・21、7/5・19・26

（各火曜日）
9:30～11:30

20人 2,000円

グルーデコ 6/19、7/10（各日曜日）
13:30～15:30 10人 3,800円

寄せ植え 
6/15（水）

午前コース　10:00～12:00
午後コース　13:30～15:30

各 15人 1,500円

楽しく学ぶ終活 6/22・29、7/6（各水曜日）
14:00～16:30 20人 無料

体験講座
7/1（金）、8/4（木）、
9/2（金）・30（金）
10:00～12:00

16人 2,500円

駅からハイキング 7/23（土）
8:40～13:30 15人 電車賃

自己負担
バスクチーズ
ケーキづくり

7/31（日）
9:30～12:30 8組 1組

1,000円

申 込　5月18日（水）～20日（金）9時～17時　
　　　　同館窓口
※電話申込不可。定員を超えた場合は抽選（当選者のみ通
知）
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インフォメーション

栃木市（栃木県）

■栃木市立文学館【開館記念特別展】有三・信子・トヨの育った時代
問栃木市立文学館　☎ 0282‒25‒5400
　栃木市立文学館は、栃木県内初の公立文学館として、4月 27日（水）に開館します。最初の企画展は開館記念
特別展として、山

やま

本
もと

有
ゆう

三
ぞう

、吉
よし

屋
や

信
のぶ

子
こ

、柴
しば

田
た

トヨが育った時代を中心とする昔の栃木の街にスポットを当てます。
期 間　4月 27日（水）～9月 25日（日）
時 間　9時 30分～ 17時（入館は16時 30分まで）
※4月 27日（水）は13時開館
休館日　月（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日（土・日・祝の場合は開館）
料 金　一般 :【企画展・常設展】330円、【常設展のみ】220円　
　　　　中学生以下 : 無料

古河市（茨城県）

■道の駅まくらがの里こがをご利用ください
問道の駅まくらがの里こが　☎0280‒23‒2661
　地元古河の新鮮朝採れ野菜やさまざまな地
元名産品のほか、店内の窯で焼き上げるこだ
わりのパンは特に人気で
す。フードコートで食べ
られるボリューム満点の
「おったまげ天丼」にも
ぜひ、チャレンジしてみ
てください。

加須市（埼玉県）

■ねんきんサテライト加須をご利用ください
問熊谷年金事務所　☎ 048‒522‒5012
　熊谷年金事務所加須分室「ねんきんサテライト加須」では、
市外・県外どなたでも年金の相談や請求手続き、国民年金と
厚生年金の届出書の受付などができます。
場 所　加須市役所本庁舎2階（加須市三俣二丁目1-1）
受付時間　8時 30 分～ 17 時 15 分（土・日曜日、祝日、年

末年始を除く）
※事前予約をお勧めします
予約受付専用電話
（☎0570-05-4890）
※ 050 で始まる電話番号で
おかけになる場合は、☎03-6631-7521へお願いします

野木町（栃木県）

■野木ブランドとして新たに 3品が認定されました
問野木町産業振興課商工観光係 　
☎ 0280‒57‒4153
○野木きらり（720ml/ 本
　税込2,200円）
　野木町産の米（とちぎの
星）を 100%使用して作ら
れた日本酒です。
○ ホームメイド和梨のジャム・キウイフルーツのジャム
（140g/ 個　税込648円）
　野木町産の無農薬または減農薬の果実を使用して作
られたジャムです。

板倉町（群馬県）

■板倉町レンタサイクルセンター
問板倉町わたらせ自然館 　☎ 0276‒82‒1935
　渡良瀬遊水地の周遊や板倉町探訪におすすめです。
利用時間　9時～4時 30分
利用料金　大　人1日 600円、4時間以内400円
　　　　子ども1日 300円、4時間以内200円
休館日　月・火・祝日の翌日・年末年始
　　　　（月が祝日の場合は火 ･水が休館）
※新型コロナなどの状況により貸出停止になる場合が
あります

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 11㈯･15㈬ 10:00 ～ 12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：11㈯市役所1階 多目的スペース、
15㈬市役所2階 市民相談室

市民生活安心課
☎22-9282

登記相談 8㈬ 10:00 ～12:00 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 19㈰ 13:30 ～ 16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は6月1日㈬～

税金なんでも相談 9㈭ 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 7㈫ 9:00 ～ 12:00 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 15･22㈬ 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 8㈬ 10:00 ～ 12:00
行政書士　※予約不要
※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 22㈬ 9:00 ～ 12:00 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 14･28㈫ 10:00 ～ 15:00 交通事故相談員 県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 10㈮ 10:00 ～ 15:00 人権擁護委員　※予約優先場所：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 6月はありません 精神科医師 福祉課
☎22-9629

心配ごと相談 7･21㈫ 10:00 ～ 15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※7･21㈫は電話相談可（30分以内）

社会福祉協議会
☎22-950114･28㈫ 13:00 ～ 15:00

精神保健福祉相談 28㈫ 13:30 ～ 15:30
精神科医師（保健師1名同席）
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 27㈪ 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 4･18㈯ 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 19㈰ 9:30 ～ 12:30 ※予約は6月1日㈬～ 市民生活安心課
☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 6月はありません ※女性の弁護士 人権・男女共同参画課
☎22-9296

心配ごと相談 14･28㈫ 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 2㈭ 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
）

6
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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ひとくち

望まない受動喫煙をなくそう。

 ○受動喫煙ってなに？ 
　「受動喫煙」とは、たばこを吸っていなくても、ほか
の人が吸っているたばこから立ち上る煙（副流煙）や、
吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。これ
らの煙には、ニコチンやタールなど多くの有害物質が
含まれており、それを吸い込んだ人にも健康への影響
を及ぼします。受動喫煙による肺がんのリスクは 1.28
倍、脳卒中のリスクは 1.24 倍とされています。さら
に、妊娠中の人やその周囲の人がたばこを吸うことで、
赤ちゃんが低体重で生まれたり、早産になったりするリ
スクが高まることがわかっているほか、前ぶれなどが
ないまま乳幼児が亡くなってしまう乳幼児突然死症候群
(SIDS) のリスクを高めることも分かっています。

 ○健康増進法の改正 
　たばこの害をふせぎ、望まない受動喫煙を防止する
ため、2020 年 4月から改正健康増進法が全面施行さ
れました。学校や児童福祉施設、病院などの医療機関、
行政機関などが、原則 屋内・屋外ともに禁煙となった
ほか、多くの人が利用する施設や事業所・飲食店など
も原則屋内禁煙となりました。たばこや受動喫煙への
社会的関心がますます高まっています。

 ○受動喫煙をふせぐために～世界禁煙デー 
　5月 31日は「世界禁煙デー」です。日本では、世界
禁煙デーに始まる一週間を禁煙週間としています。こ
れをきっかけとして喫煙習慣のある人もない人も、自
分自身のため、そして家族や大切な人を守るため、た
ばこによる健康への影響について考え、禁煙や受動喫
煙防止に取り組みましょう。

問健康増進課
　☎ 22-9520
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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

6
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）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
①⑤ ③④ ①⑥ ②⑤

5 6 7 8 9 10 11
①⑥ ③⑤ ②④ ③⑥ ②④ ①⑤ ③⑥
12 13 14 15 16 17 18
①④ ②⑤ ③⑥ ①④ ②⑥ ③⑤ ①④
19 20 21 22 23 24 25
②⑤ ①⑥ ③④ ②⑤ ③⑥ ①④ ②⑤
26 27 28 29 30
③⑥ ①④ ②⑥ ③⑤ ②④
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問 健康増進課　☎ 22-9525
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≪すくすく写真館≫ お子さんの写真募集中　＜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右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

申込み
フォーム

石
いし

野
の

 芽
いぶき
希ちゃん、聖

せ

凪
な

ちゃん（三峯）

齊
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藤
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 寛
ひろ

生
き

ちゃん（武井）

※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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あ
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上
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 茅
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き
ちゃん（立木）

相談・講座名 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）
6月2日（木）9:30 ～ 11:30 2人目以上の妊婦さん

とその家族
5月2日(月) ～
母子健康包括支援センター
☎22-9527

マタニティクラス
（はじめての妊娠コース）

①6月10日（金）9:30 ～ 11:30
②7月3日（日）13:15 ～ 16:00
※①②セットで受講が必要

妊娠16週以降の妊婦
※父親参加歓迎

5月10日(火) ～
母子健康包括支援センター
☎22-9527

歯のフッ素塗布事業 6月5日（日）9:00 ～ 12:00
平成26年4月2日～
令和1年4月1日生まれ
のお子さま

5月20日(金) ～
ネット申請のみ

乳幼児健康相談 6月30日
（木）

①9:00～  ②9:30～
③10:00～④10:30～ 未就学児とその保護者

5月24日(火)13:00 ～
健康増進課☎22-9525
※計測のみの方はネット申請可

子育て世帯向け
情報
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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）
　5月8日㈰・5月29日㈰ 8:30 ～ 17:15
　※5月は第2・5日曜日が開庁となります

・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
　5月29日㈰ 8:30 ～ 17:15

今月の表紙は市内在住の森
もり
 彩
あや
萌
め
さんです。

伝統工芸に興味のあった森さんは、
広報紙で「真綿かけ講習会、糸つむぎ講習会」

を知り参加されたそうです。

森さんは「今後も続けていきたい、
東京に住んでいる友人にも小山の伝統工芸を
紹介したい」と話してくれました。

ご協力ありがとうございました。

今月の 1枚

「伝統を繋ぐ」

5月の納期　納期限5月31日㈫

軽自動車税…………………全期分



 
■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：166,406 人（146 減）、男性 84,140 人（64 減）、女性 82,266 人（82 減）、世帯数 70,733（177 増）（4 月 1 日現在）

令和 4（2022）年 5 月 1 日発行

ご相談無料

生活支援・身元保証・葬送支援・死後事務

いざという時に、身元保証だけでなく病院、施設、役所、専門機関と

の連携によりご本人様に代わって様々な手続きをサポートいたします。

一般社団法人よりそいの会 代表理事 松岡 美代子

株式会社ほほえみ俱楽部 デイサービスほほえみ内

☎0285-41-5500

一人暮らし、 夫婦世帯 「老後の生き方セミナー」

親族に頼らず生きていく選択 ５月２６日 木

■資料代/３００円　■定員 /１３名
■講師 /石巻 美智也 （日本よりそい家族会 代表理事）

時  間

受  付

※ 新型コロナの影響で内容が変更・
　中止になる可能性があります。

平日 10:00～ 17:00

開催総数

第２１４回 親族に頼らず生きていく選択

◎６月２日（木）  個別相談会開催予定

私たち日本よりそい家族会は、ご家族・ご親族の役割を担う支援を行ってい
る団体です。公正証書を含めた会員契約を結び、入院・福祉施設等での身元
保証、生活支援や緊急時の対応から葬儀・納骨・死後の諸手続き等、専門ス
タッフ (弁護士・司法書士・行政書士など ) と協働し、支援を行っています。
日々の支援活動の中から事例をもとに課題と対策をお伝えしています。

要予約

栃木市勤労者総合福祉センター 
 中会議室(２階)

▼ 　医療・介護福祉事業所・行政等、身元保証等でお困りの主に高齢者からのご相談も受け付けています。

セミナー開催

医療・介護

看取り

宇都宮支所／宇都宮市下川俣町206-23 ｻﾝﾎ゚ ﾜー ﾙ宇都宮103

本部／長野県上田市 ＊ 支所／長野市・松本市・高崎市

小山市では、早期の接種を進めるため、対象者に関わらず 2回目接種日の 6か月後から接種可
能としています。できるだけ早めの接種をお願いします。
〇追加接種スケジュール
2回目接種時期 追加接種時期 接種券発送時期

令和3年11月 5月同日～※1 5月9日（月）発送予定

※1　2回目接種日が 11月8日なら追加接種時期は 5月8日以降となります

〇12～ 17歳までの方の追加接種について
　12～ 17歳までの方の追加接種が可能となりました。対象者は 2回目接種から 6ヵ月経過し
ている方で、使用ワクチンはファイザー社製ワクチンとなります（4月6日時点）。接種券は 4
月下旬から 6ヵ月経過している方に、順次送付します。

☆　 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

市ホームページ

追加接種(3回目接種)についてのお知らせ

ゴールデンウィークを楽しみながらも、基本的な感染防止対策（黙食、マスクの着用、
会話する=マスクする、こまめな手洗い）の徹底を忘れずにお願いします。

＊新型コロナウイルスワクチン接種に関する問合せ＊
新型コロナワクチン予約・相談コールセンター （8時30分～20時00分）

0285（22）9899 ･ 0285（22）9492 ・ 0285（22）9309


