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塩谷町の町章をモチーフにしました。
「塩谷町は進歩する」という意味で
キャラクターに羽を付けました。

健 ・福祉のひろば
健康
健康・福祉
ひろばば
新型コロナワクチン集団接種における
3回目接種のキャンセル待ち枠の設置について
集団接種にて、ワクチンを有効活用するために、 接種日ごとに「キャンセル待ち枠」を

設置します。

申し込み方法

対象者

・追加接種用予診票（接種券付き）が手元にあり、
未接種の塩谷町民の方。
既に日程の案内のハガキが来ている方でも、申
し込みの対象です。
・接種日に 2 回目接種から6ヶ月経過した方。
・キャンセル発生時にコールセンターからの電話
に対応でき、接種会場に指定の時間までに来場
※申し込みをした段階では、接種を確約するもので
できる方。
はありません。
・体調不良でない方。基礎疾患等あるが、主治医
※事前にキャンセルがあった場合には、前日に確定
より接種許可が出ている方。
のお電話をすることがあります。

接種日の週の月曜日・火曜日の
9：00〜16：30の間にコールセ
ンターへお申し込みください。

接種までの流れ
申し込み（月・火）

呼び出し
（水または金）

来場（木または土）

キャンセル待ちを
希望の方は、コー
ルセンターに電話
でお申し込みくだ
さい。

キャンセルがあった
場合に、コールセン
ターから連絡をいた
します。お電話に出
られない場合は次の
キャンセル待ちの方
に権利が移ります。

コールセンターから
連絡をもらった方は、
接種会場に指定の時
間までに来場してく
ださい。
コールセンターより呼び出しの連絡がない場合、
キャンセル待ち枠申し込みは無効となります。
次回接種日にもキャンセル待ちを希望される場
合には、改めて申し込みをしてください。

キャンセル待ち枠

【持ち物】
・追加接種用予診票（接種券付き）
・3回目記録用予防接種済証
・本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
・お薬手帳（お持ちの方のみ）
【使用するワクチン】
・塩谷町集団接種会場はファイザー製とモデル
ナ製の両方のワクチンを使用しています。
・接種日ごとにワクチンの種類を指定します。
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接種日
申し込み日時
2月10日
（木）
2月 7日
（月）
2月12日
（土）
2月 8日
（火）
2月17日
（木）
2月14日
（月）
9：00
2月19日
（土）
2月15日
（火）
2月24日
（木）
2月21日
（月）
16：30
2月26日
（土）
2月22日
（火）
3月 3日
（木）
2月28日
（月）
3月 5日
（土）
3月 1日
（火）
以降も引き続き受け付けます。
〜

【接種会場】
日々輝学園高等学校開桜館福祉棟
（旧塩谷高校 塩谷町大字大宮2579-1）

申し込み受付日時表

塩谷町新型コロナワクチンコールセンター

☎47−5178
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甲状腺超音波検査を医療機関で受けられます
塩谷町では、東日本大震災による原子力発電所の事
故により排出された、放射性物質への健康被害を把握
するために、平成28年から町民の健康管理を目的と
した甲状腺超音波検査を集団検診として実施しており
ましたが、近年検査対象世代の転出等により受診者数
が減少しております。このため、令和 4年 1月から医
療機関における甲状腺超音波検査費用の一部助成を開
始します。検査を希望される方は、町保健福祉課まで
お問い合わせください。
【対象者】平成 4年 4月 2日～平成23年 4月 1日生ま
れで以下に該当する方
・東日本大震災時（平成23年 3月11日～31日）に
0歳～18歳の方
・現在転出しているが、東日本大震災時（平成23年
3月11日～31日）に町内に住民票があったと確
認できる方
【指定医療機関】獨協医科大学日光医療センター（栃
木県日光市高徳632番地）
【検査実施期間】令和 4年 1月～ 3月
【自己負担額】3,
000円 ※検査料金7,
700円のうち
町助成額4,
700円（年度内 1回）
【受診手順】
①検査を希望される方は、町保健福祉課までお問い
合わせください。受診票を発行します。
②指定医療機関に予約をとってください。
③検査当日は、医療機関の受付に受診票を提出し、
受診してください。
④検査終了後、自己負担額3,
000円を医療期間にお
支払いください。
《問い合わせ》 町保健福祉課 緯45－1119

献血からのお知らせ
○「はたちの献血キャンペーン月間」実施中
冬場から春先にかけては、年間で最も輸血用血液が
不足しがちな時期です。また、今年度も新型コロナウ
イルス感染症により献血者が減少しているほか、少子
高齢化により、健康で若い皆さんの協力が必要です。
新成人の皆さん、
「はたちの記念」に献血に行きません
か?皆さんのご協力をお待ちしています。献血は、う
つのみや大通り献血ルーム、栃木県赤十字血液セン
ター、献血バス等でご協力いただけます。
○12月17日（金）に献血を行いました
玉生コミュニティセンターにおいて献血バスによる
献血を行いました。40名の方にご協力いただきまし
た。たくさんのあたたかいご協力ありがとうございま
した。
献血は「不要不急」の外出にはあたりません。献血
ルーム等含め、献血のご協力をお願いいたします。
《問い合わせ》 町保健福祉課 緯45－1119
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塩谷地区夜間診療室
しおや：国際医療福祉大学塩谷病院
矢板市富田77 緯0287－44－1155
くろす：社会医療法人恵生会黒須病院
さくら市氏家2650 緯028－682－8811
◆診療時間：18：30～21：00
◆診療日：令和 3年 4月～令和 4年 3月の日曜日・祝
日及び年末年始（12月29日～ 1月 3日）
◆診療病院：
月

2月

3月

日
11日
13日
20日
23日
27日
6日
13日

曜日
祝（金）
日
日
祝（水）
日
日
日

病院
くろす
くろす
くろす
くろす
しおや
くろす
くろす

発熱や風邪の症状のある方は、受診前に必ずお電話
で医療機関にご相談ください。
感染予防のため直接の来院は控えてください。

追加接種（ 3回目）をお急ぎの方へ
〜県営接種会場の積極的な利用を検討してください〜
オミクロン株の流行を受け、新型コロナワクチンの
追加接種の接種間隔（ 2回目接種後の期間）が次のよ
うに短縮されました。
対象者の区分
現行の接種間隔
一般高齢者（65歳以上）
7か月
その他の一般の者（64歳未満）
8か月

前倒し後の接種間隔
6か月
7か月

町としては、前倒しに向け作業を進めておりますが、
高齢者施設の入所者等への追加接種を優先して実施し
ているため、全ての一般高齢者の方に接種間隔 6か月
で集団接種の案内を差し上げることは困難な状況です。
そのため、 2回目接種 6か月後のできるだけ早いタ
イミングでワクチン接種を希望される方は、県営接種
会場の利用を検討されるようお願いします。
〈県営接種会場〉
会 場 名
接 種 日 程
県央会場
令和 4年 1月 ： 毎週土・日
（とちぎ健康の森 宇都宮市） 令和 4年 2月～ ： 毎週水～日
令和 4年 1月29日（土）から
県北会場
毎週土曜日
（矢板市文化会館 矢板市）
隔週日曜日
上記の他、小山市、足利市にも県営接種会場が設置
されます。
詳細は県のホームページをご覧いただくか、県ワク
チン接種会場コールセンター（0570003234）に
お問い合わせください。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内
（申請が必要な方向けに再度掲載しております）
申請期限は3月31日まで

１．うちの子は、対象になるの？（対象児童）

次に記載する児童が対象になります。
①令和3年9月分の児童手当支給対象となっている児童（支給済）
②9月30日時点で高校生（平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ）の方
③令和3年10月から令和4年3月31日までに生まれた新生児

２．だれがもらえるの？（支給対象者）

上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方（所得の高い方）に支給さ
れます。（児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者）
また、離婚、DV被害等により別居（避難）をしており、給付金を受け取れない方も対象となります。
※当初、所得制限がありましたが、塩谷町では撤廃しております。

３．いくらもらえるの？（給付額）

対象児童1人につき、10万円です。

４．いつもらえるの？（支給時期）

申請後、2週間から1か月以内を目途にお振込みしております。
振込の通知はしておりませんので、入金を記帳等によりご確認ください。

引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか？
基本的には、児童手当の振込指定口座もしくは別途指定した口座に振り込まれます。
ご不明な点があれば、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日
（令和3年9月30日）時点での住所地市町村（特別区含む）から支給されますので、
10月1日以降転居された方は、引越前の市町村にお問い合わせください。

問い合わせ

塩谷町役場 保健福祉課
電話：45−1119

「子育て世帯への臨時特別給付金」
に関する

子育て支援担当

振り込め詐欺 や 個人情報の詐取 にご注意ください。

ご自宅や職場などに塩谷町から問い合わせを行うことがありますが、ATM（現金自動預払機）の操作をお願いする
ことや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場
合にはすぐに塩谷町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

5

健康 福祉のひろば
健康・
健康・福祉
ひろば

健 ・福祉のひろば
健康
健康・福祉
ひろばば

住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金（10万円/1世帯）のご案内
受給には手続きが必要です
● 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（1世帯あたり10万円）は、

住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染
症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
● 給付金を受給するためには、手続きが必要です。

給付金の支給額

給付金の支給時期

1世帯あたり10万円

町が確認書（または申請書）を受理した日か
ら30日以内が目安です。

支給対象と申請の有無
支給対象となる世帯 （いずれかにあてはまる世帯）
世帯全員の令和3年度
「住民税均等割が非課税」
の世帯

令和3年1月以降の収入が
減少し
「住民税非課税相当」
の収入となった世帯（家計急変世帯）

お住まいの市区町村から
確認書が届きます（要返送）

申請が必要です

※一部申請が必要な場合があります

申請期限：令和4年9月30日
（金）

令和3年12月10日時点で住民登録のある市区

申請時点で住民登録のある市区町村に申請し

詳しくは次ページ「Ⅰ」へ

詳しくは次ページ「Ⅱ」へ

町村から確認書が送付されます。
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てください。

給付金の支給手続き
Ⅰ

令和3年度住民税（均等割）が非課税の世帯

世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
● 給付内容や確認事項が書かれた確認書（同封）の内容をご確認いただき、

塩谷町に返信してください。

【確認事項】
①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか
②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと

世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
● 給付金を受け取るには、転入者が非課税であることの

申請が必要です。

● 該当の方は申請書を送付しますので、ご連絡ください。

申請については塩谷町の窓口に直接または郵送でご提出ください。

Ⅱ

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、
世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯（家計急変世帯）

※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍）が市町村民税均
等割非課税水準以下であることを指します。
（一例）住民税非課税となる年間給与収入の目安（塩谷町の場合）単身の場合：93万円以下、母・子
（1人）
の場合138万円以下

● 給付金を受け取るには、

申請が必要です。

● 申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに塩谷町の窓口に、直接

または郵送でご提出ください。

新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不
正受給（詐欺罪）に問われる場合があります。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の
「振り込め詐欺」
や
「個人情報の詐取」
にご注意ください！
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国
（の職員）
などをかたる不審な電話や郵便があった場
合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話
（＃9110）
にご連絡ください。

お問い合わせ

内閣府住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金コールセンター

☎0120ー526ー145

受付時間 9:00〜20:00

町保健福祉課

「住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金」窓口

☎45ー1119

受付時間 8：30〜17：00
（土日祝日を除く）
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「とちのきフォスター」
って知って
いますか?
栃木県では養育里親のことをそう呼んでいます。
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です。
養育期間は子どもが家に戻れるまで、又は、社会的
自立が可能になるまで等、子どもの状況に応じて変わ
ります。
あなたも「とちのきフォスター」になりませんか！
ご質問、ご相談、お気軽にご連絡ください。
《問い合わせ》
栃木フォスタリングセンター
緯028－612－6970
又は児童相談所まで
栃木県県北児童相談所
緯0287－36－1058

地域包括支援センターとは
高齢者の皆様の総合相談窓口です。
お気軽にご相談ください。

たんぽぽ広場 2月行事予定
月日

開始時間

内容

2月10日（木） 10：15 お楽しみ会

中学生が認知症サポーターに
会場
たんぽぽ広場

2月17日（木） 10：00 お話し会（くぐつ劇団） ホール
2月24日（木） 10：15 お雛様製作・閉講式 たんぽぽ広場
※状況により中止となる場合があります。
施設利用や活動参加に際し、新型コロナウイルス感
染症対策としてご協力をお願いします。
・ふれあいあそびの参加は、 1日 5組まで
※実施日の 3日前までに電話での事前予約が必要です。
・たんぽぽ広場の利用は、 1日 2時間まで
・町内にお住まいの方の利用･参加に限る
・おやつ、昼食は禁止
・親子の検温実施
・保護者のマスク着用

《事前予約》認定しおやこども園

緯45－0513

町では、12月17日塩谷中学校屋内運動場アリーナ
において、中学2年生74名を対象にした認知症サポー
ター養成講座を開催しました。この講座では、動画や
寸劇、講話などをとおして認知症を正しく理解しても
らい、認知症の人や家族を温かく見守る応援者を増や
すことを目的としています。受講した生徒からは、
「優しさをもって接することで、認知症の人も幸せに
過ごせることが分かりました。」「講座を聞いて認知症
がどういう病気か理解することができました。」などた
くさんの感想が聞かれました。町では、今後も認知症
サポーターを養成し認知症になっても暮らしやすいま
ちづくりを推進していきます。町民の方や事業所の方
等でも、受講を希望する方は下記までご連絡ください。
《問い合わせ》町高齢者支援課 緯47－5173

◆募集人員
◆年
齢
◆最終学歴

1名
◆加入保険 雇用 労災 健康 厚生
40歳位まで
（男女問わず）
◆仕事内容 庶務全般及び作業依頼、
高卒以上
現場確認、指示など
（パソコン操作の出来る方・やる気のある方）
◆採用基準 履歴書審査及び面接試験
◆就業時間 8時30分〜17時15分
（時節により早出・残業あり）
＊面接日は後日連絡
◆休
日 土・日 祝日
（業務の都合により出勤の場合有り） ◆応 募 日
1月1日〜3日 12月29日〜31日
2月末日までに履歴書提出
◆給
与 塩谷町シルバー人材センター
◆そ の 他
業務評価により、
正職員登用
非常勤嘱託職員雇用規定による
150,000円〜230,000円（他 交通費支給）

問い合わせ（公社）
塩谷町シルバー人材センター

☎0287−45−0157 担当 斎藤・柿沼

熱心に講座
を受講する
生徒たち

広報しおやに掲載する広告︵有料︶
を募集しております︒
ご希望がございましたら︑町企画
調整課までお問い合わせください︒

広報しおやに掲載する広告︵有料︶
を募集しております︒
ご希望がございましたら︑町企画
調整課までお問い合わせください︒

8

塩谷町シルバー人材センター非常勤嘱託職員募集

ケアマネジャー
等有志による
「いかんべ劇団」
の寸劇

▲

※上記の採用予定人員は、予算・欠員の状況等により
変更する場合があります。
◆任用期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日
◆申込方法 以下の書類を認定しおやこども園まで直
接持参または郵送にて提出してください。
①会計年度任用職員選考試験申込書
②履歴書
③申込職種が保育士の場合、
「保育士証」又は「幼稚
園教諭免許状」の写し

◆申込期間

2月22日（火）まで
（郵便の場合、必着）
◆選考方法 面接にて選考（書類選考の上、面接対象
者のみ日時・会場についてご連絡します）
◆その他
①、②の用紙は町ホームページからダウンロードし
てください。町保健福祉課にもご用意しております。
条例、規則の定めるところにより、通勤・期末手当
を支給
勤務条件に応じて、有給休暇・特別休暇等あり
勤務条件に応じて、健康保険・厚生年金保険・雇用
保険の加入あり
《申し込み・問い合わせ》
〒3292221 塩谷町玉生1057－83
認定しおやこども園 緯45－0513
又は町保健福祉課 緯45－1119

町では、在宅で生活するひとり暮らしの高齢者等に
対し、無料でヤクルトをお届けし、様子を確認する
サービスを行っています。
◆対象者
①75歳以上のひとり暮らしの方
②おおむね65歳以上で心身の障がい、老衰等で日
常生活に支障がある方
③おおむね75歳以上で高齢者のみの世帯の方
◆内容 利用者のご家庭を定期的（週1回～週2回）に
訪問し、ヤクルトをお届けしながら安否を確
認します。
◆申し込み 町高齢者支援課窓口にて申し込みください。
《問い合わせ》町高齢者支援課 緯47－5173

成年後見無料相談会のご案内

▲

1名
保育士
保育業務
月10日程度
8：45～16：15（ 6.
5時間）
時間額983円～

ヤクルトでちょっとコミュニケーションを!
「健康見守りサポートサービス」のご案内

聞いて納得。備えて安心。

令和 4年度 認定しおやこども園会計年度任用職員募集
募集人員
応募資格
業務内容
勤務日数
勤務時間
給与額

包括だより

こんな心配ありませんか?
・介護サービスを利用したいけれど、自分で契約がで
きない…。
・私たち親がいなくなった後、知的障がいのある子ど
もの将来が心配…。
・最近お金の管理に自信がなくなってきた。だれか信
頼できる人に頼めないかしら…。
町では、司法書士による「成年後見制度」に関する
無料相談会を開催しています。どうぞお気軽にご相談
ください。
◆日時 2月16日（水）10：00～12：00
◆場所 玉生コミュニティセンター
※相談は無料です。事前の予約が必要となりますので
下記にお電話ください。
《問い合わせ・申し込み》
町高齢者支援課 緯47－5173

あなたも新たな仲間と
随時会員募集
シルバーで働いてみませんか？
★趣旨目的…健康づくり・仲間づくり・地域社会への貢献
★会員資格…男女共に60歳以上で塩谷町在住の方
★年 会 費…2,500円
★作業内容…草刈り、草取り、農作業、
剪定、
障子張り、会社での軽作業、
空家管理など
★作業時間…1日7時間程度、
月10日程度
（季節、
作業によって異なります。
）
★配 分 金…時給882円〜1,400円程度
（作業内容により異なります。
）

（公社）塩谷町シルバー人材センター

働きたい方、
また、
○住所：塩谷町大字熊ノ木987−2（自然休養村センター内） 仕事を依頼したい方は
お気軽にご相談ください。
○電話：45−0157 ○FAX：45−0225
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お知ら
お知らせ
カレ
カ
レンダ
ダー
ー
カレンダー

まちのわだい
わだい
い

月

2

月

火

水

10

【町税等の納付期限】
国民健康保険税
＜8期＞
後期高齢者医療保険料
＜8期＞

13

14

15

休日当番医
檜山医院（さくら市）
028−682−2730

燃えるごみ収集

資源ビン収集
燃えないごみ収集

20

21

22

28

休日当番医
森島医院（さくら市）
028−682−2116

燃えるごみ収集

日

月

月

3

資源ビン収集は
資源ビン収集
燃えないごみ収集
お休みします

17

18

古紙回収

燃えるごみ収集

ペットボトル・
粗大ごみ収集

23

24

25

古紙回収は
古紙回収
お休みします

燃えるごみ収集

トボ
トル
・
ペッペッ
トボトル
・
粗大ごみ
収集はお休みします
粗大ごみ収集

水

木

金

土

1

2

3

4

5

燃えるごみ収集

ペッペッ
トボトル
・
粗大ごみ
トボ
トル
・
収集はお休みします
粗大ごみ収集

10

11

古紙回収は
古紙回収
お休みします

燃えるごみ収集

ペッペッ
トボトル
・
粗大ごみ
トボ
トル
・
収集はお休みします
粗大ごみ収集

16

17

18

燃えるごみ収集

ペットボトル・
粗大ごみ収集

8

休日当番医
大 和 田 内 科
45−2411

燃えるごみ収集は
燃えるごみ収集
お休みします

燃えないごみ収集は
燃えないごみ収集
資源ビン収集
お休みします

13

14

15

役場窓口業務延長日
古紙回収は
古紙回収
お休みします

9

人権相談
10:00〜12:00 大
行政相談
10:00〜12:00 大
役場窓口業務延長日

広報しおや3月号発行

役場窓口業務延長日

役 町 役 場
○
生 町生涯学習センター
○
船 船生コミュニティセンター
○

26

燃えないごみ収集
資源ビン収集
大 大宮コミュニティセンター
○
玉 玉生コミュニティセンター
○
総 総合公園
○

古紙回収
平 大平崎公園
○
自 自然休養村センター
○
ア 塩谷中体育館アリーナ
○

駅 道の駅
「湧水の郷しおや」
○
野 保健センター野いちご館
○
久
○ 大久保体育館

熊 熊ノ木体育館
○
西 船生西体育館
○
田 田所体育館
○

12

大宮地区コミュニティ推進協議会は、12月から 1
月にかけて 6地区（大宮中、田所中、肘内、大久保、
風見山田、上沢）の公民館に出かけ「高齢者部会対抗
輪投げ大会」を開催しました。
地元の公民館なら集まりやすいと57名の方々が参
加し、大いに盛り上がりました。気兼ねなく応援をし
て、高得点や失敗に一喜一憂し、地元の公民館での大
会の楽しさを大いに味わっていただきました。
参加者からはとても楽しかった、来年度も実施して
ほしいとの声をたくさんいただいた出前「高齢者部会
対抗輪投げ大会」でした。
なお、 1位は大宮中、 2位は大久保、 3位は肘内で
した。

みんな笑顔で
表彰式

す。」
と笑顔で話してくれました。

無病息災

どんど焼き

上沢区

上沢区では 1月10日に上沢区運動場で縮小した形
のどんど焼きを行いました。
前日の午後、廻谷節男区長など上沢区の役員が 4
メートルの木柱を組み合わせ、周りを青竹で囲み、竹
や杉の葉、枯れ枝、各家庭の正月飾りなどを中に詰め
て設営しました。
区の住民など約50人が見守る中、今年の干支の男
女が火を入れると、大きく燃え上がり、竹の弾ける迫
力ある音が響き渡る中、参加者一同今年の無病息災、
家内安全を祈りました。

1位の大宮中
チーム

一気に燃え上がり
ます

19

特 特別養護老人ホーム 星の郷
○

※休日の届出
（死亡・婚姻・出生届等）
は、
８
：
３０〜１７：00まで役場本庁にて受け付けております。
※休日当番医（９
：00〜１７
：00）
は変更となる場合がありますので、受診の際はご確認ください。
※役場窓口業務延長日は19：00まで業務を行っております。
（会計・税務・住民・保健福祉・高齢者支援・建設水道課のみ）
※マイナンバーカードをお持ちの方は、
コンビニエンスストア等において一部の証明書の発行ができます。
（毎日6：30〜23：00）

お父さん熱いよ!
!

▲

10

天皇誕生日
休日当番医
かるべ皮ふ科小児科医院（矢板市）
0287−43−1210
役場窓口業務延長日

19

火

7

9：00〜17：00です

行政相談
10:00〜12:00 大

休日当番医を利用する際、発熱や風邪の症状のある方は、
受診前に必ずお電話で、医療機関にご相談ください。
感染予防のため直接の来院は控えてください。

6

休日当番医の診療時間は

16

Jアラート
全国一斉テスト放送
11:00

31
塩谷郡市医師会からのお願い

燃えないごみ収集は
燃えないごみ収集
お休みします

燃えるごみ収集

12

次代を担う中学生に人権尊重の重要性、必要性につ
いて理解を深めてもらうことなどを目的に開催されて
いる令和 3年度全国中学生人権作文コンテスト栃木県
大会（主催：宇都宮地方法務局・栃木県人権擁護委員
連合会）において、植木花音さん（塩谷中 3年）の作
品が優秀賞に選ばれ「とちぎテレビ賞」に輝きました。
応募総数23,
313本の中で上位 7本の入賞作品に選ば
れたことになり、大変すばらしい成績です。
また、塩谷中学校（斎藤学校長先生）には、法務省
人権擁護局長及び全国人権擁護委員連合会会長より感
謝状が贈呈されま
した。斎藤校長先
生 は、「生 徒 の 皆
さんと先生方の取
り組みにより多数
の作品を応募する
ことができました。
これからも人権意
識の高揚を図って
いきたいです。」と ▲「とちぎテレビ賞」の賞状を持つ植
「うれしいで
話されていました。 木さん。受賞に際して、

▲

27

11

建国記念の日

トボ
トル
・
ペッペッ
トボトル
・
粗大ごみ
収集はお休みします
粗大ごみ収集

役場窓口業務延長日

燃えるごみ収集

土

燃えるごみ収集

※納税に関するご相談は随時受付をしております。
（町税務課：☎45−1117）

休日当番医
小林医院（さくら市）
028−686−2061

金

休日当番医
後藤医院（矢板市）
0287−44−2323

2月28日 ※納税はコンビニもご利用できます（30万円以下）

休日当番医
風 見 診 療 所
46−0656

木

▲

日

出前「高齢者部会対抗輪投げ大会」
を開催しました

▲

2022.2.10〜2022.3.19

植木花音さん「とちぎテレビ賞」を受賞！

11

生涯学習だより

眠っている文化財を保護します
〜遺跡分布調査〜

生涯学習だより
生涯学習だより
新成人となられた皆様、おめでとうございます！

1月 9日、令和 3年度塩谷町成人式が塩谷中学校屋
内運動場アリーナにて行われました。今年度は1
24
町では下記の通り、遺跡分布調査を実施しています。
名の方が新成人となりました。おめでとうございます。
遺跡とは地下に眠っている文化財のことです。
式典後は、小中学校時代の恩師よりいただいたビデ
この調査は、町内にある遺跡の所在や範囲を明確に
オレター上映会や、記念写真撮影を行いました。
して地図を作成し、遺跡を適正に保護していくことを
新成人となられたみなさんひとりひとりが、これか
目的としています。
らますますご活躍されることをお祈りしています。
◆調査期間
令和 3年12月から令和 4年 2月末まで
※この事業は令和 3年度から 4ヶ年計画にて実施します。
◆調査箇所
今年度は 玉生地区 を行います。
◆調査方法
腕章をつけた調査員が田畑や山などの土地をくま
なく歩いて、土器や石器を見つけて拾い集め、遺跡
の有無を確認します。個人の敷地内にも立ち入る場
合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
《問い合わせ》 町生涯学習課 緯487503

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728

▲

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

×は休館日

好きな花を選び、瓶に入れます。

▲成人式実行委員のみなさん

●今月も新着図書が続々と入っています。
どんな本が入ったか知りたい方は、QR
コードからご覧ください。30日以内に入
荷した図書が確認できます。
塩谷町ホームページ内「くらしの情報」→「図書
館」から新着図書も含めた蔵書の検索ができます。
●読みたい本のリクエストを受け付けています。図書
館内の備付けの用紙に記入の上、
ボックスに入れて
ください。
※必ず購入できるとは限りません。また、購入の場
合でも貸出可能になるまで、1～2ヶ月かかる場合
があります。

★草木染め体験

できあがった
バンダナです。
《問い合わせ》町生涯学習課

●図書館の本・CD・DVDがホームページから予約で
きます。本は10冊まで、CD・DVDは合わせて 2枚
まで予約可能です。図書館発行のI
Dとパスワードが
必要となりますので、I
D等の発行を希望される方は
図書館窓口までお越しください。準備ができましたら、
図書館から連絡がいきますので、受取にきてください。
《問い合わせ》町図書館 ☎470088

町図書館新着図書情報

参加者全員の作品です。

図柄をイメージしながら絞り方を考えます。

12

町図書館からのお知らせ

【 2月のイベント案内】
●折り紙で雪の結晶を作ってみよう！
今年度の「親子で楽習」は11月27日「ハーバリウ
折り紙を折り、描いた線に沿ってはさみで切ると、
ム教室」、12月12日「草木染め体験」を実施しました。
ステキな雪の結晶ができます。
ハーバリウムは乾燥した花や植物を入れ、イメージを
●おはなしひろば＠しおや
膨らませながら製作していきます。草木染めは好きな
2月20日（日） 11：00～
図柄の絞りを入れ、茜の根と玉ねぎの皮を煮出した液
楽しい本を用意してお待ちしております。
に浸します。親子で協力しながら、それぞれすてきな
お子様と一緒に参加してみませんか。
作品ができました。次年度もまた親子で楽しめる講座
を開講する予定です。皆さんぜひご参加ください！
図書館カレンダー
開館時間 9：00～18：00
★ハーバリウム教室
【 2月】
【 3月】

誓いの言葉を述べる
大 島 有 介 さん（成 人
式実行委員長）

放送大学入学生募集
放送大学はテレビ・インターネットで授業を行う通
信制の大学です。働きながら大学を卒業したい、学び
を楽しみたいなど、様々な目的で、幅広い世代の方が
学んでいます。
ただいま2022年 4月入学生を募集しています。詳し
い資料を送付致しますので、お気軽にお問合せください。
◆出願期間 令和 3年11月26日～令和 4年 2月28日、
3月 1日～ 3月15日（インターネット出願も受け付
けております）
◆資料請求（無料）・お問合わせ先
〒321－0943
宇都宮市峰町350（宇都宮大学峰キャンパス内）
放送大学栃木学習センター
緯028－632－0572 FAX028－632－0570
放送大学ホームページ ht
t
ps:
/
/
www.
ouj
.
ac.
j
p

親子で楽しく体験しました！〜町家庭教育学級
「親子で楽習」ハーバリウム教室・草木染め体験〜

緯48－7503

町図書館からのお願い
図書館にある本や雑誌、CD、DVD等は、町の大切な
財産です。
一人でも多くの方が、きれいな状態で手に取ることが
できるよう大切に扱い、貸出期間は必ず守ってください。
万が一、紛失や大幅な破損が見られた場合は、書籍
代金の請求または現物弁償等をしていただくことになり
ます。請求には、こちらから自宅を訪問することもあり
ます。

13

タウン情報
報

スポーツニュース
一度卓球教室を見学してみませんか？
小中学生を対象に卓球教室を開催しています。卓球
に興味があるけどやったことがない方や、卓球がうま
くなりたい方など見学からでも大丈
夫ですので是非1度足を運んでみて
ください。お待ちしております。

◆日 時
◆場 所
◆対象者
◆その他

毎週土曜日 19：00～21：00
塩谷中学校屋内運動場格技場
町内在住の小中学生
体験したい場合は、運動のできる服装、
シューズ、飲み物をご持参ください。
《問い合わせ》 町スポーツ協会事務局
（町生涯学習センター内 緯487503）
※見学の際は事前に問合先にご確認ください。

住民票等の証明書取り扱い窓口のご案内

〜郵便局での取り扱いは、6月30日をもって終了します〜

1．経緯
平成18年の大宮支所・船生支所の廃止に伴い、大宮郵便局・船生郵便局に住民票等発行の窓口を設置しました。
これまで多くの方にご利用いただきましたが、人口減少やマイナンバー制度の開始に伴う証明書の添付が省略可
能となる手続きの増加に伴い、証明書発行件数自体が減少傾向にあります。
今後の証明書発行窓口の在り方について検討した結果、町内移動手段としてデマンド交通「えかんべ号」も整
備されたこともあり、支所廃止の代替措置としての役割は十分果たされたものと考え、本年 6月末日をもって大

「お正月太り解消！みんなで歩こう！総合公園」を開催しました

宮郵便局・船生郵便局での証明書の取り扱いを終了することとしました。
郵便局での証明書発行をご利用の方々には大変ご不便をお掛けしますが、 7月以降は役場窓口またはコンビニ
交付のご利用をお願いします。

1月15日に町総合公園で、町スポーツ推進委員会
主催によるウォーキング大会が開催されました。この
大会は、親子で楽しみながら、若者の肥満対策を目的
として企画されました。町内の小学生以下の親子と中
学生、20組総勢51名の参加があり、総合公園の外周
およそ3.
5㎞ から4.
9㎞ の道のりを親子でゴールを目
指して歩きました。寒さが心配されましたが、天候に
恵まれ、小さいお子さんも保護者の方に手を引かれなが
ら参加者全員が無事に完歩することができました。

2．各窓口のご案内
窓口

利用可能な時間

塩谷町役場
住民課
税務課

大宮郵便局
船生郵便局

コンビニ交付

取扱証明書

利用できる方

平日 8:
30～17:
15
水曜
～19:
00
（土日祝日及び
12/
29～1/
3を除く）

すべて

平日9:
00～16：00
（役場閉庁日を除く）

戸籍謄本・抄本
住民票
戸籍の附票
印鑑証明
税証明

本人
同一世帯員
同一戸籍の方など
の制限あり

毎日6:
30～23:
00

住民票
印鑑証明
所得証明
住民税決定証明書
（課税・非課税証明書）

マイナンバーカード
をお持ちの本人のみ
（住 民 票 の み、世 帯
全員分や同一世帯の
方の分も取得可能）

すべて

料金
すべての窓口で
共通です。
主な料金
戸籍謄本・抄本
450円
住民票
200円
戸籍の附票
200円
印鑑証明
200円
税証明
200円

郵便局及びコンビニ交付の詳細は、下記までお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。
▲参加者の様子
広報しおやに掲載する広告︵有料︶
を募集しております︒
ご希望がございましたら︑町企画
調整課までお問い合わせください︒

14

▲完歩しました！

3．デマンド交通「えかんべ号」のご案内
「えかんべ号」は、通学・通院・買い物などの移動手段として、自宅や目的地までを送迎する車のことで、町民
の皆さんの「足」として、町が有料で行うサービスです。
利用には事前の利用登録が必須となります。詳しくは下記までお問い合わせください。

4．問い合わせ
住

民

課

緯45－1118（住民票・印鑑証明・戸籍証明書・マイナンバーカード）

税

務

課

緯45－1117（税に関する証明書）

企画調整課

緯45－1112（デマンド交通に関すること）
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「持っていますか? マイナンバーカード！」
Vol.14

▶ 1月 1日からマイナポイント第 2弾が始まりました！
まだマイナポイントを申し込んでいない方は、5,
000円分のマイナポイントに申し込め
るようになりました。また、これから初めてマイナンバーカードを作る方も、マイナポイ
ントの申し込みが可能になります。
この機会に是非マイナンバーカードの作成、マイナポイントの利用をしてみてください。
詳しくは下部QRコードまたはマイナポイント公式ホームページから確認ください。

マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん

▶マイナポイントが最大20,
000円分貰えます！
20,
000円分の内訳は以下のとおりです。
①「マイナンバーカードの新規取得5,
000円分」＋②「健康保険証としての利用申し込み
7,
500円分」＋③「公金受取口座登録7,
500円分」＝20,
000円分
※令和 4年 1月11日時点では上記②及び③の詳細は未定です。決定次第、町ホームページ
及び広報しおや等でお知らせをします。

マイナポイント申し込みで
お好きな決済サービスを
お選びください（※1）

ポイントを利用して
お買い物

チャージかお買い物で
ポイントを貰う
チャージ

総務省公式ホームページ
マイナポイント事務局

お買い物

※1 対象の決済サービスはマイナポイントのホームページでご確認ください。

▶後期高齢者の方にマイナンバーカードの申請書が送付されます！
2月下旬から 3月にかけて、まだマイナンバーカードを取得していない後期高齢者の方に、QRコード付個人番
号カード交付申請書が送付されます。
※令和 3年10月31日時点で75歳未満の方には送付されません。
発送元 栃木県後期高齢者医療広域連合

▶ワクチン接種会場でマイナンバーカードの申請サポートが始まります！
2月から、ワクチン接種会場内にマイナンバーカードの申請ができ
るブースを設置します。
申請書の記入と顔写真の撮影をするだけで申請ができます。カードは
3週間程度で出来上がりますので、役場に受け取りに行くか、郵便で
受け取るかを選択できます。
ぜひ会場でカードを申請してください。
▶場 所：ワクチン接種会場 1階
▶持ち物：本人確認書類、申請書（お持ちの方のみ）、
マイナンバー通知カード（お持ちの方のみ）

マイナンバーカードのお手続き
（予約制）
マイナンバーカード及び電子証明書のお手続き（申請・交付・更新等）は、予約のお電話が必要になります。
◆平日の受付時間

月曜日〜金曜日（祝日を除く） 8：30〜17：00
水曜日のみ 8：30〜19：00
◆今月の休日交付日時 2月27日（日） 9：00〜12：00
◆場所
塩谷町役場住民課
◆予約方法
住民課までお電話ください（予約は先着順となります）。
◆実施内容
①マイナンバーカードの申請サポート
・持ち物 ①マイナンバーカード申請書（お持ちの方のみ）
②通知カード（お持ちの方のみ）
③本人確認書類（運転免許証等の公的機関発行の写真付きのものは 1点
又は健康保険証等の「氏名＋生年月日」もしくは「氏名＋住所」が記載されているもの 2点）
④住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
⑤マイナンバーカード（カード更新のために新たにカードを作る方のみ）
※申請者の顔写真を撮影するため必ず本人が来庁してください。
②マイナンバーカードの交付
・持ち物 ①「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書」（ハガキ）
②本人確認書類（運転免許証等の公的機関発行の写真付きのものは 1点
又は健康保険証等の「氏名＋生年月日」もしくは「氏名＋住所」が記載されているもの 2点）
③通知カード（お持ちの方のみ）
④住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
⑤マイナンバーカード（カード更新のために新たにカードを作った方のみ）
※代理人に交付する場合の持ち物は上記の限りではありません。
詳しくは町ホームページ「マイナンバーカード（個人番号カード）受け取り方法について」の
ページをご覧いただくか、住民課にお問い合わせください。
③電子証明書のお手続き（有効期限到来による更新、暗証番号の初期化（ロック解除））
・持ち物 ①マイナンバーカード
②マイナンバーカードの暗証番号がわかるもの（手続きに応じて署名用電子証明書（英数字 6文字
以上）や利用者証明用電子証明書（数字 4桁）の暗証番号を入力していただきます。
）
受取予約・予約の変更等・その他お問い合わせ
町住民課 緯45−1118
平日
8：30〜17：15
水曜日 19：00まで

スマートフォンやパソコンを
使った申請が難しい方は、
ぜひご利用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内
マイナンバー総合フリーダイヤル

☎0120−95−0178

・平 日
・土日祝

9：30〜20：00
9：30〜17：30

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24 時間 365 日受け付けます。
QRコードは（株）デンソーの商標登録です。
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令和 3年分住民税申告・確定申告のお知らせ
申告期間

2月16日
（水）
〜 3月15日（火）
（土・日・祝日除く）

受付時間 【午前の部】
8
：30〜11
：00 【午後の部】13
：00〜15
：00
受付場所

役場第 2会議室（庁舎西側 2階）

2月16日（水）から申告相談会が始まります。申告期間中は混雑が予想されますので、申告に必
要な帳簿・書類などは事前によく整理してください。
また、例年は、初日に申告者が集中しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受
付対象地区の割振日による申告や自宅からeー TAXやスマホを利用した申告にご協力ください。

※株式、土地、山林等の分離課税所得申告、雑損控除を受ける方、青色申告の
方は、氏家税務署にて申告をお願いします。
日

付

受付対象地区

日

付

受付対象地区

2月16日 水 佐貫・川村・沼倉

3月 3日 木 大久保・上平

2月17日 木 板橋・合柄橋・天頂

3月 4日 金 風見・風見山田・上沢・泉

2月18日 金 長峰・井戸神・百目鬼

3月 7日 月 玉生宿・河原・喜多

2月21日 月 宿下・宿上・羽谷久保

3月 8日 火 道下・金枝・原荻野目

2月22日 火 清水・新谷・山口・新田

3月 9日 水 西山・東房

2月24日 木 船場・西古屋・道谷原

3月10日 木 芦場新田・飯岡

2月25日 金 大宮上・大宮中

3月11日 金

2月28日 月 大宮下・諸杉
3月 1日 火 田所上・田所中

下寺島・上寺島・熊ノ草
東古屋・鳥羽新田
喜佐見・熊ノ木・梍橋
3月14日 月
玉東・高原・釈迦ヶ岳
3月15日 火 全地区

3月 2日 水 田所下・肘内
混雑を防ぐため、地区ごとに受付日を割り振りましたが、割振日に都合がつかない場合は、他の
日でも受付けます。
【留意事項】
下記のことについてあらかじめご了承ください。
・申告相談の内容によっては、氏家税務署での申告が必要になる場合があります。
・午前中の受付状況によっては、午後の相談になる場合があります。
・医療費の集計、事業所得の収支計算がお済みでない場合には、相談の順番が前後したり、相談が
できない場合があります。
・申告相談の内容により、受付順が前後する場合があります。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況により、申告相談の日程等が変更になる可能性があります。
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本人確認書類
・マイナンバーカードまたは
マイナンバー通知カード＋運転免許証等
必要書類
①所得が確認できる書類
給与や年金、報酬等の収入のある方は源泉徴収票・営業や農業、不動産等の
収入のある方は収支内訳書（前年分の収支内訳書をお持ちの方は参考にご持
【持参するもの】 参ください）
②控除を証明する書類
生命、地震保険等の控除証明書や国民年金保険料等の領収書など
③障害者控除を受ける場合には、障害者手帳、障害者控除対象者認定書
④医療費控除を受ける場合には、医療費控除の明細書
⑤申告者本人の口座番号が分かるもの
⑥
「確定申告のお知らせ」
昨年確定申告をされた方は税務署から 1月下旬に送付されています。
・営業・農業・不動産収入のある方は、収支内訳書に収入金額と経費を各項目
ごとに必ず集計・記入した上で、ご提出ください。なお、経費を確認する場
合がありますので、預金通帳・領収書等をご持参ください。
・医療費控除を受ける方は、支払額の合計と補てんされた金額（生命保険会社
【注意事項】
や健康保険等から支払われた保険金や高額医療費等の受給額）を医療機関ご
と・個人ごとにそれぞれ必ず集計・計算した上で、医療費控除の明細書を作
成、ご持参ください。
・障害者控除を受ける方は、障害者手帳又は高齢者支援課で発行する「障害者
控除対象者認定書」をご持参ください。
※住民税申告書は、事前に送付しておりませんので必要な方はご連絡ください（町ホームページか
らダウンロードすることもできます）
。
※申告がない場合、町営住宅、児童手当、保育園の手続き等に必要な各種証明書の発行ができませ
んのでご注意ください。
顕験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験鹸
元 【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について】
元
元 ・申告会場内ではマスクの着用をお願いします。
元
元
元
元 ・咳、発熱等の症状がある場合や体調が優れない場合は来場をご遠慮ください。
元
元 ・定期的な換気を行いますので、暖かい服装で来場ください。
元
元
元
元 ・相談会場と待合室に入室できる人数は制限させていただきます。
元
原験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験厳

《問い合わせ》町税務課

緯45－1117
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氏家税務署から確定申告のお知らせ
◇感染リスク軽減のために「ご自宅からe−Tax」をご利用
ください
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減す
るため、ご自宅からのe−Tax
・スマホ申告をぜひご
利用ください。
な お、申 告 の ご 相 談 は、ご 自 宅 か ら お 電 話 や
チャットボットでも可能です。
e－Tax
で分からないことがある場合についても、
お電話でお尋ねいただけますので、ぜひチャレンジ
してください。
詳しくは、「国税庁ホームページ」へアクセス
検索

郭

確定申告

◇確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です
会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場
には、入場できる時間枠が指定された
「入場整理券」
が必要です。
入場整理券は、会場で当日配付しますが、LI
NEを
通じたオンライン事前発行も可能です。
国税庁LI
NE公式アカウント ⇒⇒⇒⇒
なお、入場整理券の配付状況に応じて、
後日の来場をお願いする場合があります。
◇所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場の開設に
ついて
会場 氏家税務署 2階会議室
期間 1月24日（月）から 3月15日（火）まで
※土日祝日を除く
時間 相談受付： 8：30〜16：00
※入場整理券の配付は 8：30からとなります
相談開始： 9：00から
◎新型コロナウイルス感染症対策の一環として、
本
年は還付申告の方の申告相談について、2月15日
以前でも受け付けておりますので、源泉徴収票な
ど申告に必要な書類が手元に揃いましたら、なる
べく早めに申告をしてください。
（特に、給与所得
者及び公的年金受給者で、医療費控除や住宅ロー
ン控除 1年目の還付申告の方など）
◎スマホをお持ちの方は、
基本的にスマホを利用し
て申告書を作成していただきます。
◇確定申告会場における感染防止対策
〇入場時に検温を実施しています。37.5度以上の
発熱がある場合、咳など風邪の症状がある場合、
検温にご協力いただけない場合など感染防止の観
点から適切でないと判断したときには入場をお断
りさせていただきます。
〇会場ではマスクを常時着用していただき、会場入
口等での手指消毒をお願いします。
〇会場には、申告される方おひとりでお越しください。
介助等を要する等の理由で複数名でお越しになる
場合においても、必要最小限の人数でお越しくだ
さい。
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氏家税務署から所得税及び復興特別所得税に関するお知らせです
納期限と納付方法について
所得税及び復興特別所得税の納期限は、3月15日
（火）です。
以下のいずれかの方法で、納期限までに納付してく
ださい。
詳しくは、国税庁ホームページ
「国税の納付手続（納期限・振替日・納付方法）」
（ht
t
ps:
/
/
www.
nt
a.
go.
j
p/
t
ax
es/
nozei
/
nof
u/
01.
ht
m）
をご確認ください。
振替日（4月21日（木））に指定の金融機関
の預貯金口座から自動的に引き落とされま
す。事前に預貯金残高をご確認ください。
振替納税
※振替納税をお申込みの場合は、
「預貯金
口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を
3月15日（火）までに提出してください。
電子納税

自宅やオフィス等からインターネット等を
利用して納付できます。

インターネットを利用して専用のWeb画面
クレジッ
から納付できます。
トカード
※納付税額に応じた決済手数料が別途かか
納付
ります。
QRコ ー
ドによる
コンビニ
エンスス
トア納付

ご自宅などで、国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」やコンビニ納付
用QRコード作成専用画面から納付に必要
な情報をQRコードとして作成（印刷）し、
コンビニエンスストアで納付できます。
※納付できる金額は、30万円以下となります。
※QRコードは、㈱デンソーウェーブの登
録商標です。

現金に納付書を添えて、納期限（3月15日
窓口納付 （火））までに金融機関（日本銀行歳入代理
店）で納付してください。

還付される税金がある場合の受取方法について
還付される税金がある場合は、確定申告書の「還付さ
れる税金の受取場所」欄に、振込先金融機関名、預金の
種類及び口座番号（ゆうちょ銀行の貯金口座の場合は、
記号番号のみ。）
を正確に記載してください。
なお、振込先の預貯金口座は申告者ご本人名義のもの
（氏名のみの口座）
をご利用ください。

成年後見・相続・遺言の無料法律相談会
◆日時 毎月第 2・第 4金曜日 14：00〜16：30
◆場所 栃木県司法書士会館（宇都宮市幸町1－4）
◆相談方法 面談（要予約）
◆内容 成年後見・相続・遺言に関する相談（財産管
理、任意後見契約、後見開始の申立、相続手続、遺
言書の作成など）
◆相談料 無料
◆予約受付 月曜日〜金曜日 9：00〜17：00
《問い合わせ》リーガルサポートとちぎ支部
緯028－632－9420
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第 9回「湧水の郷ひなまつり」
船生の道の駅「湧水の郷しおや」の多目的ホールで
つるし雛の作品展、第9回「湧水の郷ひなまつり」が
開かれます。
期間は 2月23日（水）〜 3月 3日（木）15：00までの
9日間、時間は最終日を除き10
：00〜16
：00までキャ
ロット、ミニキャロットのふたつのサークルの力作を
展示します。昨年はコロナ禍の影響で中止になりまし
たが、今年は規模と期間を縮小し感染症対策を講じて
行います。
尚、開催時
期の状況に
よっては中止
になる場合も
あります。

しおやのあったかトマト鍋
船生の道の駅「湧水の郷しおや」のイベント広場で
「しおやのあったかトマト鍋」のイベントを 2月27日
（日）に行います。時間は10：00〜なくなり次第終
了！
100％しおや産のトマトと野菜を使用し、大鍋で煮
込みます。身体があったまり、とてもおいしいと毎回、
評判のイベントです。昨年はコロナ禍の影響で中止に
なりましたが、
今年は食数を
減らし、感染
症対策を講じ
て実施予定で
す。
尚、開催時
期の状況に
よっては中止
になる場合も
あります。
《問い合わせ》道の駅湧水の郷しおや 緯41－6101

塩谷町地域公共交通計画（素案）の
パブリックコメントを実施しています
平成28年度に策定した「塩谷町地域公共交通網形成
計画」が今年度末で計画期間満了となるため、次期計
画として「塩谷町地域公共交通計画」を策定するため
に、計画素案を取りまとめました。
この計画素案に対する、町民の皆さまのご意見等を、
広くお聞きするため、現在パブリックコメントを実施
しております。ぜひ、皆さまのご意見をお聞かせくだ
さい。
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報
町営住宅入居者を募集します
募集住宅
金枝団地

所在地

構

造

河川愛護モニターの募集
募集戸数

金枝
鉄筋コンクリート 3階建て
3階 2戸
20㎡
464番地 3DK 71.

◆申込期間

2月14日（月）〜 2月28日（月）
17:
00まで（土日祝日を除く）
軸宍宍宍宍宍宍宍宍雫
◆申込方法 町建設水道課で申込書類を配布いたしま
すので、入居資格要件を確認のうえ必要
書類をそろえてお申し込みください。
◆入居決定方法 入居資格の審査後、申し込み多数の場合
は抽選を行い、照会調査を経て、入居決
定となります。
《問い合わせ》町建設水道課 緯45－1114

県立矢板東高等学校定時制課程生徒
〜“学び直し”と“高校卒業資格”を目指して！〜
◆学力検査日 3月17日（木） 9：00〜
※令和 4年 4月 1日現在で満20歳以上の人は、作
文による受検もできます。
◆募集定員 普通科40人（男女）
◆出願書類 入学考査料納付票、入学願書、受検票
※書類は中学校にあります。県外の中学校出身者は
矢板東高校に直接確認してください。
◆出願方法 必要書類を出身中学校長を経由して提出
してください。（調査書が必要です。）
※中学卒業後 5年以上の人は、矢板東高校に直接提
出してください。
（調査書は不要です。）
◆出願期間 3月11日（金）、14日（月）、15日（火）
は正午まで
※郵送の場合は 3月11日（金）必着。
◆出願・問い合わせ
〒329－2136 矢板市東町 4番 8号
県立矢板東高等学校
緯 0287－43－1243
1．実施期間 2月28日（月）まで
※平日の 9：00〜12：00、13：00〜16：00
2．会
場 役場企画調整課、生涯学習センター、
大宮コミュニティセンター
3．そ の 他 計画（素案）にご意見のある方は、会
場内にある「意見提出様式」にご記入の上、提出
してください。
詳しくは町ホームページをご覧ください。
《問い合わせ》
町企画調整課 緯45－1112
町HPはコチラ

国土交通省は、河川をやさしく見守って下さる河川愛護
モニターを募集します。
◆活動期間 令和 4年 7月 1日〜令和 6年 6月30日
（ 2年間）
◆活動範囲 国土交通省下館河川事務所が管轄する鬼怒
川で日常生活の中で無理なく活動できる範
囲とします。
◆応募資格 活動範囲の河川から 5㎞以内に居住する満
20歳以上の方。
◆手
当 実費程度（通信・連絡費程度）
◆募集人員 10名
◆応募締切 令和 4年 5月 6日
（金）
【必着】
◆応募方法は、下館河川事務所のホームページ及び町役場
窓口に備え付けの「河川愛護モニター募集要綱」をお読
みのうえ、「応募用紙」に必要事項を記入し、郵送して
ください。
◆活動内容等についてのお問い合わせ先は下記までお願
いします。
《問い合わせ・応募先》国土交通省下館河川事務所
占用調整課 河川愛護モニター担当係
〒308－0841 茨城県筑西市二木成1753番地
緯0296－25－2151 FAX0296－25－2170

3月1日から7日は春の火災予防運動です
3月 1日から 7日まで「おうち時間 家族で点検 火の
始末」を標語に全国一斉に春の火災予防運動が展開されま
す。住民の皆様に防火防災に関する意識や防災行動力を
高めていただくことにより、火災の発生を防ぎ、万一発生
した場合にも被害を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴
重な財産を守ることを目的としています。
●住宅防火いのちを守る10のポイント
4つの習慣
①寝たばこは、絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
6つの対策
①火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全
装置の付いた機器を使用する。
②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的
に点検し、10年を目安に交換する。
③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、
衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、
使い方を確認しておく。
⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法
を常に確保し、備えておく。
⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐ
るみの防火対策を行う。
●住宅用火災警報器は適切な維持管理が必要です
住宅用火災警報器は、火災や煙などを感知して、音声や
警報音で知らせてくれるので、火災の早期発見に大変有効
です。住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタン
を押すなどして確認し、定期的にほこりなどをふき取りま
しょう。また、住宅用火災警報器本体の交換目安は10年
です。
塩谷広域消防本部 総務省消防庁
《問い合わせ》
ホームページ
ホームページ
塩谷広域行政組合消防本部予防課
緯0287‐401129

塩谷郡市医師会リレーコラム
シリーズ「かかりつけ医のことば」

第22回「必要なときには休養を
—さらなる成長のために」
上田医院

院長

上田

明彦（矢板市）

日常診療をしていますと運動禁止の必要性があるに
もかかわらず、
「大会が近いから」などの理由で運動を
続け、困惑してしまうことがあります。
昨年アメリカの大リーグで大谷選手が大活躍しまし
たが、彼は、右肘の内側側副靭帯の断裂により2018年
10月にトミー・ジョン手術を受けています。この手術
はフランク・ジョーブ医師によって考案され1974年に
最初に手術を受けたトミー・ジョン投手にちなんで名
付けられました。損傷した靭帯を切除して他の部位か
ら採取した正常な腱（長掌筋腱など）を移植しますが、
移植した腱が靭帯として定着するまでには時間がかか
るため実践復帰には12ヶ月〜15ヶ月が必要となりま
す。実践復帰後も初年度には70〜80回まで、 2年目で
120〜130回まで（昨シーズンの大谷選手はこれにあた
ります）そして 3年目で150〜160回までと投球回数に
制限が付きます。トミー・ジョン投手は、手術以降も
164勝を挙げ46歳で引退するまで大リーグ通算288勝
し、大リーグを代表するサウスポーの名投手となりま
した。
大リーグの歴史上100年以上にわたり誰も並ぶどこ
ろか、近づくことさえできなかったベーブルースの大
記録を目前にして大谷選手は、登板する機会があった
にもかかわらず、手術による投球回数の限度に達した
ため（130回 1／ 3）、最終戦での登板を回避する決断
をしました。医師の立場からすると冷静で正しい判断
であったと言えます。彼は目の前の記録よりも、更な
る高みを目指してもっと遠くを見ていたのだと思いま
す。スポーツをしている皆さん、必要な時には無理を
せず、きちんと休みをとってください。そしてそれを
乗り越え、さらに大きく成長し、長く競技生活を送っ
ていただきたいと思います。
大リーグも終盤戦に入りホームラン王争いが熾烈を
極めていた頃、アメリカの有名なスポーツ誌の表紙を
大谷選手がかざり、そこに次のようなタイトルが付け
られていたことをお伝えして私の話を終わります。
nt
ha
t
!
」
「Hei
snotane
wBa
beRut
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t
'
smo
r
et
ha
（彼はベーブルースの再来−ではない。彼の方が
もっとすごい！）と。
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▶ご利用いただける方（日本学生支援機構の奨学金と併せてご利用いただけます）

国の教育ローンのご案内

高校、短大、大学、大学院、専修学校、海外の高校・大学などに入学・在学される方の保護者（主に生計
を維持されている方）で、世帯年収（世帯所得）が次に該当する方
お子さまの人数

▶融資制度の概要
融資限度額
●お子さま 1 人につき上限350万円

※一定の要件に該当する場合は上限450万円
詳しくはホームページをご覧ください。

世帯年収
（世帯所得）

ご返済期間

1人

2人

790万円以内
（600万円以内）

890万円以内
（690万円以内）

上記金額を超えていても、次の【要件】に
ひとつでも該当すれば、990万円以内（790
万円以内）まで緩和されます

3人

4人

990万円以内
（790万円以内）

1,090万円以内
（890万円以内）
※5人 以 上 の 場 合 は
コールセンターに
お問い合わせくだ
さい

●15年以内
※「交通遺児家庭」、
「母子家庭」
、「父子家庭」
、「世帯年収200万円
（所得132万円）以内の方」または「子ども3人以上
（注）の世帯かつ
世帯年収500万円（所得356万円）以内の方」は18年以内
（注）
お申込みいただく方の世帯で扶養しているお子さまの人数をいいます。年齢、就学の有無を問いません。

金利

【要

●年1.65％（令和 3 年12月 1 日現在） 固定金利
※「母子家庭」
「父子家庭」、
、
「世帯年収200万円（所得132万円）
以内の方」または「子ども 3 人以上（注）
の世帯かつ世帯年収500万円（所
得356万円）以内の方」は年1.25％
（注）
お申込みいただく方の世帯で扶養しているお子さまの人数をいいます。年齢、就学の有無を問いません。
※利率は金融情勢によって変動しますので、お借入金利（固定）
は、記載されている利率とは異なる場合があります。

お使いみち
●学校納付金（入学金、授業料、施設設備費など）
●受験にかかった費用（受験料、受験時の交通費・宿泊費など）
●住居にかかる費用（アパート・マンションの敷金・家賃など）
●教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、学生の国民年金保険料など
※今後 1 年間に必要となる費用がご融資の対象となります。
※入学資金については、原則として入学される月の翌月末までのご融資となります。

ご融資の対象となる学校（中学校卒業以上の方を対象とする教育施設に限ります）
●【修業年限 6 ヵ月以上】高校、短大、大学、専修学校

など

●【修業年限 3 ヵ月以上】海外の高校、大学、語学学校

など

件】

□

勤続（営業）年数が 3 年未満

□

居住年数が 1 年未満

□

世帯のいずれかの方が自宅外通学（予定）者

□

借入申込人またはその配偶者が単身赴任

□

今回のご融資が海外留学資金

□

返済負担率※が30％超

□

ご親族などに要介護（要支援）認定を受けている方がおり、その介護に関する費用を負担

※借入申込人の〔今後 1 年間の借入金返済額÷年収（所得）
〕

※学校によっては、一定の要件を満たす必要があります。

▶ご返済額の目安（年1.65％、令和3年12月1日現在）
融資額
100万円

返済期間
5年（ 59回払）
10年（119回払）
15年（179回払）

毎月の返済額
17,700円
9,200円
6,400円

利息のみご返済中の毎月の返済額
1,400円

※ご契約時の金利が完済まで適用される固定金利です。 ※上の表のご返済額には、保証料は含まれておりません。
※上表のご返済額等はあくまでも目安であり、実際にご利用いただく際は、お借入金額、ご返済期間、金利等の条件により、異なる場
合がありますのであらかじめご了承ください。

▶保証料の目安（ご融資額100万円あたり）
返済期間
5年
10年
15年

保証料総額（交通遺児家庭、母子家庭または父子家庭の方の保証料総額）
元金据置期間なし
元金据置期間 2 年
元金据置期間 4 年
23,413円（15,608円）
28,095円（18,730円）
32,778円（21,852円）
46,413円（30,942円）
55,695円（37,130円）
64,978円（43,318円）
69,751円（46,500円）
83,701円（55,800円）
97,651円（65,100円）

□ 【災害特例措置】大規模な災害により被災

詳しくは、ホームページをご覧いただくか、教育ローンコールセンターまでお問い合わせください。

教育ローンコールセンター

0570−008656 または03−5321−8656
受付時間

月〜金9：00〜21：00

国の教育ローン

土曜日9：00〜17：00

※日曜日、祝日、年末年始（12月31日〜 1月3日）はご利用いただけません。

※ご融資額やご返済期間などに応じた保証料をご融資金から一括して差し引かせていただきます。
※元金のご返済を24 ヵ月以上据置する場合は保証料が増額されます（ 1 ヵ月未満は 1 ヵ月として計算します。
）
。
※連帯保証人による保証も可能です（連帯保証人は、学生の4親等以内の親族（学生の配偶者を除きます。
）をお立ていただく必要が
ございます。）。

日本公庫は、民間金融機関の取組みを補完し、事業に取組む方々等を支援する政策金融機関です。
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習熟度別授業（3年）、Team−Teaching（T.T）
（1・2年）

塩谷町学力向上推進委員会

塩谷町内の小・中学校の取組を地域の方々に知っていただくために掲載しています。

塩谷町の子供の学力向上を目指して

数学科

個別最適な学び に向けて
3年生は学習の習熟度によってクラスを深化コースと基礎基本コースの二つに分けることで、少人
数できめ細かい指導ができるように授業を行っています。
（コースを決定する際には、本人の意思を
尊重しています。
）
1・2年生の授業には毎回二人の教師が教室に行き、T.Tとして、一人が主になって授業を行い、
もう一人がサポート役になって理解を助ける役割を担います。

テーマ：学び合い「つながる・つなげる・まるくなる」
（主体的・対話的で深い学び）
〜みんなで考え みんなで分かる みんなが分かる 授業を目指して〜
今回は、塩谷中学校の取組を紹介します。
本校では、学力向上を目指す塩谷町の上記テーマのもと、学校課題を『協
働学習と個別最適な学びの推進』と設定し、その実現を目指し、様々な工夫
をしながら学力向上に取り組んでいます。今回は、取り組みの一部を紹介い
たします。学校のホームページでも様子がわかる記事がありますので、アク
セスしてみてください。

習熟度別授業のようす
塩谷中学校
ホームページ

Team−Teaching（T.T）とALTによるSmall Talk

英語科

深い学びを導くICT活用
プログラミング教育をはじめとして、ICTを活用した教育を進めています。生徒が一人一台のタブ
レット端末を活用して学習課題を調べたり、アンケート調査をしたり、調べた内容をまとめたりして、
情報活用能力を育成しています。小グループの情報交換もタブレットを活用して行うなど、協働学習
にも役立っています。またタブレットを使って、ドリル問題に取り組むなど、個別最適な学び にも
役立っています。

ノートだけでなく、タ
ブレットで、授業の記録
をしたり、学習支援ソフ
トで練習問題に取り組
んだりしています。

社会の授業

技術の授業：プログラミングで作曲中

ビブリオバトル（本の魅力をスピーチし、その優劣を競う）

国語科

協働学習 の推進のためには、まず自分の考えを自分の言葉で表現する力が必要です。日々の授業
では、話合い活動を取り入れ、学び合いの実践をしています。その一つとして、3年生の国語科の授
業では全国読書週間に合わせて『ビブリオバトル』を行い、各クラスのチャンプ（最も魅力的な本
の紹介者）の発表の様子を、給食時の校内テレビ放送で全生徒に向けて放映しました。

各クラスでの予選会

26

クラスチャンプの校内放送

JTE（日本人英語教師）2人によるT．Tの授業は常時、ALT（外国人指導助手）も参加しての授業は
各クラス週に3〜4時間実施しています。生徒が英作文をする際には、3人体制で個別指導を実施し
ています。これらにより、個別最適な学び はもちろん、コミュニケーション活動に向けての効果的
なモデル会話の提示や、ALTの生の発音を意識した発音・音読指導に大変役立っています。また、
朝の会前の「ひのきタイム」には、ALTによるSmall Talkを計画的に実施し、外国の夏休み、ハロ
ウィン、クリスマス等の紹介を英語で聞くことで、聞く技能の向上や異文化理解に繋がっています。

総合学習発表会

12／10

アリーナ

総合的な学習の時間

令和3年12月10日（金）に「総合学習発表会」
＜代表生徒の研究テーマ＞
を行いました。本校のテーマは「SDGsへ挑戦
1年生「環境問題解決へ」
「なくそう日常差別」
「地球温暖
しよう！チームソルトバレー 〜塩谷中から世 化を止めるために」2年生「面白くエコな新しい発電を考え
の中の問題を解決するための提案〜」です。人 る」
「 世界中に安全な水を」
「 森の豊かさを守ろう」3年生
「ゴミ問題と向き合おう」
「
LGBTに関する差別をなくそう」
間社会が現実に直面する喫緊の課題に生徒一人
一人が取り組むことは 個別最適な学び につな
がり、さらに 協働学習 で調査やアンケート、
実験などを通して考えを深め、自ら行動してい
こうという意識の向上につながりました。
参観された元宇都宮大学教授の松本敏先生に
よる発表後での総評の中で、将来に本当に大事
な力は「答えのないものをひねり出すこと」と
3年生の発表のようす
松本先生
アドバイスいただきました。
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ઢଐभ

地域おこし
協力隊

第21回

ウォーキングのまちづくり
余寒なおきびしい昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。
去年は町民の方々に支えられ良き 1 年を過ごさせて頂きました。ありがとうございます。
私共もおかげさまで変わりなく元気で過ごしておりますので、なにとぞご休心ください。

地域おこし協力隊
地域
協力隊

大塚の 発掘しおや

Vol.

32

12月26日に
「計測しよう！あなたの歩くスピード！」というイベントを開催しました。 5 km
と10kmの 2 つの部門で競争し、自身の歩くスピードを計測しつつ、順位を決めるというものです。
県内から80名を超える参加者で人数的にも、雰囲気的にも大変盛り上がるイベントとなりま
した。

5 kmの部では中学生の佐藤さんが優勝されました。

▲残りわずかの協力隊生活ですがよろ
しくお願いします！

◀上沢のどんど焼き。
地域の皆様いつもあ
りがとうございます。

こんにちは、地域おこし協力隊の大塚です。早いもので、こちらの投稿もあと次回 3 月号を残
すのみとなりました。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
去る 1 月10日に上沢区で行われたどんど焼きに、今年もお邪魔してきました。協力隊になっ
てからずっとお伺いしているので、上沢のどんど焼きを見られるのは今回で 3 回目となります。
今年もどんど焼きに立ち会えることに感謝ですね。毎年ありがとうございます。また、どんど焼
き準備から後片付けまでお疲れ様でした。今年も塩谷町の皆様が無事に過ごすことができますよ
う、また、町の五穀豊穣をお祈りいたします。
それから、どんど焼きと話は変わりますが、私が今年3月末をもちまして任期を満了するにあ
たり、これまでの活動のご報告として活動報告展示会を行うこととなりました。
任期中に作りました知育積み木や、協力隊インスタグラムに掲載した写真、活動内容をまとめ
たものなどを展示するほか、起業に関するお知らせといたしまして食べ物（すいとん汁を予定）
の販売も考えています。日程や場所は以下の通りとなります。

10kmの部では小学生の山口哲平くんでした。

■3月5日
（土）
展示：10：00〜15：00
汁物販売：10：30〜13：30
（1階第2会議室）
於：大宮コミュニティーセンター
■3月12日
（土）
展示：10：00〜15：00
汁物販売：10：30〜13：30
（屋外）
於：塩谷町自然休養村センター
■3月19日
（土）
展示：10：00〜15：00
汁物販売：10：30〜13：30
（屋外）
於：塩谷町生涯学習センター
ささやかな内容ではございますが、もしよろしければ足をお運びいただけますと幸いです。ま
た、別途回覧版等で詳細を記したご案内のチラシを配布する予定です。そちらもどうぞご覧くだ
さい。また、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては中止あるいは内容の変更をする可能
性がございます。その際は改めてお知らせ致します。
私にとりましてはあと一ヶ月半程度の協力隊生活ですが、残りの時間もどうぞよろしくお願い
申し上げます。
大塚 元子

また各部門の優勝者にはRISE TOKYOさん、SIXPADさんから協賛として景品を頂きました。
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ユリピー新聞

2022（令和4年）2月10日

ユ リ ピ ー 新 聞

木曜日

福田知事より柿沼信子さんに
感謝状が授与されました。
令和 3 年度栃木県更生保護事業関係者顕彰式において、福田知事より柿沼
信子さん（田所中区）に感謝状が授与されました。柿沼さんの更生保護女性
会としての、長年に渡る活動が評価されたものです。柿沼さんは平成18年か
ら町の更生保護女性会に入会され、現在は同会の会長として活動されていま
す。現在はコロナ禍の影響もあってか、窃盗の犯罪が増えているということ
で、更生保護女性会では前途ある若者が犯罪に加担したり、巻き込まれない
ようにするため、地域から犯罪をなくす啓発活動をされているとのことです。
町の更生保護女性会のメンバーは現在33名。コロナ禍で思うような活動は
できていないということですが、令和 4 年に設立60周年を迎えるということ

ユ リ ピ ー 新 聞

塩谷町防災行政情報配信サービスをご利用ください。
塩谷町防災行政情報配信サービスをご利用ください。
町から発信される防災情報等について
町から発信される防災情報等について、音声専用戸別受
信機の他、
スマートフォン専用アプリ
「＠ｉ
ｎｆｏＣａｎａ
ｌ」への配
信をしています。
右記のコードからダウンロード
してご利用ください。
Android用

2022（令和4年）2月10日

木曜日

町民のうごき（総人口）
前月比
＋ 3戸
− 7人
−13人
＋ 6人

※住民基本台帳総人口

世帯数
人 口
（内）男
女

4,036世帯
10,551人
5,251人
5,300人

（令和4年2月1日現在）

出生
転入等

iOS用

2人 死亡
27人 転出等

20人
16人

2月

交通・消防ニュース

0( 0)件
0( 0)人
0( 0)人
0( 0)件
0( 0)件
0( 0)件
59( 59)件
2( 2)件
57( 57)件

○交通事故
（人身事故）発生
死 亡 者
け が 人
○火 災 発 生
建
物
そ の 他
○救 急 車 出 動
（交通事故）
（急病・その他）

番組HP

※出動件数には不搬送件数を含む
（ ）内は 1 月からの累計
（矢板警察署・塩谷消防署）2月1日現在のデータです。

で、 5 月20日
（金）
に開催される予定の記念式典に向けて、準備を着々と進めら
れているそうです。柿沼さんおめでとうございます。

防災行政無線自動再生サービス

☎45-2655

※放送内容を電話で聞くことができます

今月も﹁ユリピー新聞﹂では
ホットニュースをお届け！
更生保護女性会の柿沼信子さん
に感謝状が授与されました︒
おめでとうございます︒

福田知事と柿沼信子さん

渡辺製材所

※過去放送回の収録の様子

番組放送スケジュール
放送回 放送日
番組内容（予定）
48 3月 1日 蓼沼弘一さん（菊農家）インタビュー
49

3月 8日 宇都宮大学農学部附属船生演習林（カタクリ）

50

3月15日 高原山開き

51

3月22日 株式会社アーデンモア（ＨＢＨ）

52

インタビュー
3月29日 富沢くるみさん（カヌー選手）

◆放送日時：毎週火曜日 17：10〜17：20／約10分
（夕方生ワイド RADIO BERRY「BEAT」
内）
《問い合わせ》町企画調整課 ☎45−1112

火災情報テレフォンサービス

☎23-2119

※最新の火災発生情報を音声で聞くことができます

水曜日は19：00まで下記業務を行っております
税
務
課
Ჯ45-1117
住
民
課
Ჯ45-1118
保 健 福 祉 課
Ჯ45-1119
高齢者支援課
Ჯ47-5173
会
計
課
Ჯ45-1116
建 設 水 道 課
Ჯ45-2214

・税金に関する相談
・税に係る証明書等の発行
・住民票、印鑑証明書の発行
・戸籍届出の受付
・各申請の受付
・各申請の受付
・町税等の受領
・水道料金の納付相談

文
芸

孝子郎

民

労きて餅の入いらぬ雑煮かな

多 蕾

句

の窓

アルコールドクターストップ年新た

なか女

・石尊会の皆さん

一枚の暦書き込みおおかりし

丁 束

いたづ

地獄耳かくれてをりし冬帽子

哲郎子

さん う

湯豆腐や傘雨の名句うかびをり

沼尾 重徳

西 棟

山茶花の川に流れて行きにけり

沼尾 志朗

た

青白き未来へ向かふ雪螢

小野田 薫

き

出汁味にOKサイン牡丹鍋

手塚美喜夫

俳

町

※上記以外の業務は、通常の業務時間（8:30〜17:15）
にご来庁ください。詳しくは担当窓口にご確認ください。

一族の絶えたる墓や北風つのり

また一つ空屋となりて冬兆す

平石 義昭

・ユリピー俳句

彼方から牛の鳴き声小雪舞ふ

金井 佳子

五月女洋子

湯沢江美子

柿沼千代子

斎藤 芳子

庭の木も静かに眠る冬の色

歌

の窓

・たかはら歌会の皆さん

赤と黄のパプリカ添えて大皿に

年の始めのアボカドサラダ

初春の雨戸を操れば銀世界

真白な道を車走らす

夢のごと八十路の坂を歩みきて

光輝く初日を拝む

むら

初ひかり竹叢のさやぎ透かしきて

観音堂の屋根に映ろう

赤羽 和雄

洋子

渡辺美代子

大島

シルバーカー押してゆっくり散歩出でて

霜枯れ色の芹を見て来ぬ

な ん た い

信仰心 覚束なくも男体山は

別格にして朝夕拝す

細雪を透かして初日登り来ぬ

皆みな元気に良き年祈る

30

短

セキヤ家具修理

31

しししししししししししししししししししししおおおおおおおおおおおおお
し
おら
らららららららららららららららららん
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんど
どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど
︵
︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵旧大
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大久
久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久保
保保保保保小
小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学
学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校
校校校校校校︶
︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶
開催日
時 間

3月6日（日）

一般の部5km

受付…9：30〜9：50
親子の部3km
スタート…10：00 ゴール…12：00 定員各50名
（塩谷町大久保1401）
集合場所 しおらんど

歩一君
ユリピー

防災配信メールサービス
空
※メールを送信して登録

※小学生以下は、保護者同伴で、親子の部で参加。保護者に対し、複数の子の参加可。祖父母との参加可。
※水分・携行食は各自持参。
締切 2月28日（月）
※大雪、感染症拡大時は中止。雨天は体育館内健康ブースのみ実施。

共催

しおやチャレンジ
令和4年2月号

編 集 塩谷町企画調整課

☎０２８７-４５-１１１２

令和4年2月10日発行

Eメール kikaku@town.shioya.tochigi.jp

印 刷 株式会社ダイサン

納税は便利な
口座振替で！

口座振替
（自動振込み）
を
ご利用すると安心、
便利です！

