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●●イベント・子育てサロンイベント・子育てサロン　　　　　　　　
　市内保育園（所）・認定こども園で毎月開催してい
ます。保育士さんや子育て仲間と楽しい時間を過ごし
てみませんか？
▷親子で遊ぼう
　未就園児のお子さんと保護者の方を対象としたイベ　未就園児のお子さんと保護者の方を対象としたイベ
ントです。お気軽にご参加ください。ントです。お気軽にご参加ください。
▷子育てサロン
　子育て中の親子が集まるたのしい空間です。　子育て中の親子が集まるたのしい空間です。

●●子育てポータルサイト
　子育て情報や子ども向けイベントなどを　子育て情報や子ども向けイベントなどを
まとめた特設ページです。まとめた特設ページです。

●●子育て支援チャンネル「ふぁみ♡はぐ」
　矢板市公式 YouTube チャンネルで、子育て動画が　矢板市公式 YouTube チャンネルで、子育て動画が
視聴できます。視聴できます。
▷ 2、3カ月児の赤ちゃんへの声かけ育児2、3カ月児の赤ちゃんへの声かけ育児
▷ 7、8カ月児の赤ちゃんへの運動遊び
▷中期の離乳食について　　など▷中期の離乳食について　　など

月の子育て情報

詳しくはこちら

　　　
月の各種相談日・休日当番医

●各種相談
相談種類 日にち 時間 場所 問い合わせ

人権相談 14 日（火） 9：30 ～ 12：00 保健福祉センター 総務課
☎（４３）１１１３

心の健康相談 16 日（木） 13：30 ～ 15：30 県矢板健康福祉センター
（県塩谷庁舎内）

県矢板健康福祉センター
☎（４４）１２９７

法律相談 16 日（木） 9：00 ～ 12：00

きずな館
社会福祉協議会
☎（４４）３０００心配ごと相談 7･21･28 日（火） 9：00 ～ 12：00

行政相談 7日（火） 9：00 ～ 12：00 秘書広報課
☎（４３）３７６４

消費生活相談 月～金（祝日を除く） 9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00

消費生活センター
（生活環境課内）

生活環境課
☎（４３）３６２１

健康栄養相談 27 日（月） 9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00 保健福祉センター 健康増進課

☎（４３）１１１８

予約制

予約制

予約制

※土曜日は、年間を通じて診療室くろすで行います（18：30 ～21：00）。
※診察の内容、時間帯は患者さんの状態、医療機関によりますので、必ず電話でご確認のうえ、受診してください。

日にち 9：00 ～ 12：00 ／ 14：00 ～ 17：00 17：00 ～ 19：00 18：30 ～ 21：00

5 日（日） 後藤医院　　　　　　　　　　☎（４４）２３２３

塩谷病院
☎（４４）１１５５

診療室くろす
☎０２８（６８２）８８１１

11 日（祝・土）池田クリニック　　　　　　　☎（４３）０２０７
12 日（日） 西川整形外科　　　　　　　　☎（４８）２５５２
19 日（日） かるべ皮フ科小児科医院　　　☎（４３）１２１０

23 日（祝・木）なかじまクリニック　　　　　☎（４８）７７０１

26 日（日） 尾形クリニック　　　　　　　☎（４３）２２３０ 診療室しおや 　☎（４４）１１５５

●休日・救急当番医

●乳幼児健診・相談　　場所：保健福祉センター
事業名 日にち 受付時間

3カ月児健診 15日（水） 13：00 ～ 13：20

4カ月児健診 6日（月） 13：00 ～ 13：20

10カ月児健診 9日（木） 12：50 ～ 13：10

1歳6カ月児健診 7日（火） 12：50 ～ 13：10

2歳6カ月児歯科健診 3日（金） 13：00 ～ 13：20

3歳6カ月児健診 16日（木） 12：50 ～ 13：10

乳幼児健康相談 13日（月） ご予約時に
お知らせします。24日（金）予約制

問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００
詳しくはこちら

動画はこちら
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●マイナンバー休日窓口　　　　　　市民課　☎（４３）１１１７
1 月 21 日（土）、2月 18 日（土）　9：00 ～ 12：00
●延長窓口（市民課・税務課の一部業務）　　　　　　　　　　
1・8・15・22 日　　　　　　　   　  市民課　☎（４３）１１１７
毎週水曜日は 19：00 まで　　　   　 税務課　☎（４３）１１１５

地球温暖化防止活動推進員
　県では、地球温暖化に関する普及
啓発をボランティアで行う地球温暖
化防止活動推進員を募集しています。
任期／ 4 月1日～令和7年 3月31日
応募資格／
①県内に在住する方
②満 18 歳以上の方　※ 4月 1日現在
③地球温暖化対策のための活動に熱意
と識見を有し、地域で活動できる方
④養成研修会に参加された方

申込・問い合わせ／
栃木県地球温暖化防止活動推進センター
　☎０２８（６７３）９１０１

エコパークしおや　再生品提供事業
　ごみとして搬入されたもので、ま
だ使用できるものを再生
品として希望者に無料で
提供します。
実施期間／
1 月 4 日（水）～ 25 日（水）
　9：00～12：00、13：00～16：30
※土・日・祝日は除く

対象／矢板市、さくら市、塩谷町、
高根沢町在住の18歳以上の方

申込方法／エコパークしおや管理事務
所へ直接お越しいただき、申込用紙に
必要事項を記入の上、ご提出ください。

※電話、郵送、代理での申込不可。
※申込多数の場合は抽選。
※次回開催は、3月を予定しています。
申込・問い合わせ／
　エコパークしおや管理事務所
　☎（５３）７３７０

第 2回  「高校生の保護者のため
の合同企業説明会」
　将来の就職先を見据え、県内企業
に対する理解を深めることができる
合同企業説明会を開催します。
日時／
　2月 4日（土）13：00 ～ 15：30
場所／宇都宮駅東口交流拠点施設
　ライトキューブ宇都宮  大ホール
　（宇都宮市宮みらい 1-20）
対象・定員／
　高校 1・2 年生の保護者・生徒、
教職員など合わせて 100 人
そのほか／
　申込方法や詳細はホームページを
ご覧ください。
問い合わせ／
　県労働政策課　
　☎０２８（６２３）３２２４

お知らせ
栃木県の最低賃金
～必ずチェック！最低賃金 使用者も労働者も～
栃木県最低賃金（令和4年10月1日～）
　913 円（時間額）
特定最低賃金（令和4年12月31日～）

問い合わせ／
　栃木労働局労働基準部賃金室　
　☎０２８（６３４）９１０９

伸びゆく子どもたちの作品展
期日／ 2 月 4 日（土）～ 7日（火）
場所／東武宇都宮百貨店大田原店
　　　（大田原市美原 1-3537-2）
内容／県立那須特別支援学校児童生
　徒作品および作業製品
問い合わせ／県立那須特別支援学校　
　　　　　　☎（３６）４５７０

不用品登録情報
　家庭で不用になった品物・譲って
ほしい品物を登録し、お互いに譲り
合うことで不用品の再利用につなげ、
ごみの減量を図る制度です。
●譲ります
 ・コードレス電話機
 ・強力つっぱり棒
　（35cm× 50cm  2 本）　
●譲ってください
・一輪車（16インチ以上のもの）
問い合わせ／
　消費生活センター（生活環境課内）　
　☎（４３）３６２１

募　　集

【養成研修会の開催について】
推進員応募には、気候変動の基礎

知識などを学ぶ養成研修会への参加
が必要です。　※いずれか 1日
日時／
① 1月 26日（木）13：30～ 15：30
② 2月 2日（木）13：30～ 15：30
場所／栃木県保健環境センター
申込方法／ 1月 23日（月）までに、
申込書に必要事項を記入の上、郵
送またはメールでお申
し込みください。申込
書は、県ホームページ
に掲載されています。 県ホームページ

HP はこちら

詳しくはこちら

特定最低賃金の件名 時間額
塗料製造業 1,023円
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業 970 円
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業 971円

自動車・同附属品製造業 978 円
計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具製造業、医療用機械
器具・医療用品製造業、光学機械
器具・レンズ製造業、医療用計測器
製造業、時計・同部分品製造業

971円

各種商品小売業 913 円

詳しくはこちら

月の窓口案内
予約制

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクの着用や自宅での検温など感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。

日にち 時間 場所 備考
4日（土） 10：00 ～ 12：00 保健福祉センター ポイント付与のみ

8日（水） 9：30 ～ 12：30
14：00 ～ 15：30 片岡公民館 体組成測定

13日（月） 9：00 ～ 17：00 健康増進課窓口 ポイント付与のみ
21日（火） 9：00 ～ 17：00 健康増進課窓口 ポイント付与のみ

●まちなか保健室　　健康増進課　☎（４３）１１１８


