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転入若者夫婦世帯家賃応援補助制度

■■■■■■■■■■

アフターＤＣ特別企画
「なすからフェスタ」開催！

平成３１年４月から市内の民間賃貸住宅等に転入した若者夫婦世帯
の経済的負担の軽減および子育て世帯の生活を応援するため、家賃の
一部を補助する制度です。
◇対象 市内の賃貸住宅に住民登録をした夫婦のいずれか一方が４０
歳以下の転入夫婦世帯
※社宅等事業者が契約する住宅は対象外です。
◇補助額 基本額と子育て加算の合計額（限度額２万円）を最長１２
か月間交付します。
・基本額：実質家賃から住居手当を控除した経費の２分の１以内
（限度額１万５千円）
・子育て加算：申請日において１８歳以下の同居する子を
扶養する場合、1 人につき１千円を加算します。
なお、申請後新たに子が誕生した場合は、届出日
の翌月から 1 人につき１千円を加算します。
◇申請 申請用紙（下記備付）に必要事項を記入し、下記書類等を添
付のうえ、下記あて提出する。
・印かん
・住民票謄本
・戸籍謄本および戸籍の附票
・賃貸借契約書の写し
・住居手当等の支給の有無を確認する書類
・前住所地の納税証明書等
※申請用紙は、市ホームページからもダウンロードできます。
◇申請期間 ４月１日（月）～平成３３年（２０２１年）３月３１日（水）
■問合 まちづくり課定住推進グループ
☎０２８７－８３－１１５１

朝市やカフェ等、楽しいイベントが盛りだくさんです。
ぜひ、遊びに来てください！
◇日時 ４月２７日（土）午前９時～午後２時（予定）
◇場所 山あげ会館および周辺
山あげ烏章館等
◇内容 ・那須烏山まちなか朝市＆マルシェ
・ＫＡＮＳＵＫＥ ＣＡＦＥ
・ディンプルアート体験
・ミニアキュムの運行
・アフターＤＣ特別企画「山あげ祭の裏側見せます！」山は
り体験
・語り部さんと歩く民話でたどる那須烏山ゆかりの地
※ＪＲ東日本「駅からハイキング」を同時開催します。
※詳細は、
「まちなか観光案内サイト」でも確認
できます。右記のＱＲコードを読み取るか、
下記アドレスを入力してください。
ＵＲＬ：http://yamaage.3g-kizuna.jp/machinaka
■問合 （一社）那須烏山市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７

■各種相談
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

行政相談 特設相談所
総務大臣からの委嘱を受けた行政相談委員が、役所の仕事に対する
苦情や要望を受け付けて、公平・中立な立場から関係機関への通知等
を行います。毎月実施している定例相談のほか、特設相談所を開設し
ますので、気軽にご相談ください。
なお、相談は無料で秘密は絶対に守られます。
◇日時 ４月２４日（水）午前９時～正午
◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室
■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）
足利銀行(南那須)さん後ろ 中学生対象の補習系学習塾

歩-Ayumi-塾
☆入塾金０円！新 1,2 年生は初月の授業料０円！

☆小学校を卒業したら英語、数学の予習を始めてみませんか？

弁護士による市民法律相談

☆無料体験もあるので、まずはお電話を！
「広告を見た」とご連絡下さい

◇日時
◇場所
◇内容
◇対象
◇費用
◇申込

５月１６日（木）午後１時３０分～４時
社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７）
相続、離婚、交通事故、不動産等の問題
市内在住者
無料
４月２２日（月）～２６日（金）午後５時までに受付票（下
記備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。
※申し込み多数の場合は抽選となります。
※土・日曜日および祝日は受け付けを行いません。
■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４
社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１

☎090-5423-4499（代表者：佐藤 諒）
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■市役所
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

市役所における連休中の対応
４月２７日（土）～５月６日（月・振）の連休中は下記のとおり対応します。長期間閉庁となり、ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
区分
広報紙等の配布

対応

問合

広報なすからすやま、広報お知らせ版、広報カレンダーの配布は、日直者が対応しますので、市役所烏山庁舎
へお越しください。

総合政策課
☎83-1112

【燃やすごみ】５月２日（木・休）の朝に、ごみステーションに出されたものは収集します。
【事業系一般廃棄物】５月２日（木・休）に、許可業者による事業系一般廃棄物および事業者自らの直接持
ち込みは保健衛生センターで受け入れますが、家庭ごみの直接持ち込みは受け入れしません。休日の直接持ち
込みは、５月１２日（日）となります。
【し尿汲み取り】し尿汲み取りの市許可業者は、連休中休業となりますので、し尿汲み取りは連休前に早めに
依頼してください。
【水道開閉栓】休業日の開閉栓は行っていません。連休中に水道の使用開始を希望する人は、お早めに上下水
道課へご連絡ください。
【宅内漏水】自宅で漏水が発生した場合、上下水道課の職員が訪問し修理をすることは出来ません。漏水が起
きてしまった場合には、市の指定する給水装置工事事業者（水道工事店）に修理を依頼してください。給水装
置工事事業者については、市ホームページに掲載されていますのでご確認ください。
児童手当は、出生や転入した日の翌日から１５日以内の届け出が必要です。１５日目が休日に当たる場合には、
休日明けに速やかに届け出いただくか、こども課までご連絡ください。また、手続きが遅れると、遅れた月分の
手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

まちづくり課
☎83-1120

運動施設の予約

４月２７日（土）から５月６日（月・振）までの間、運動施設については公共施設予約システムからの予約受
付を休止します。８月分の予約については５月７日（火）より受付開始します。

生涯学習課
☎88-6223

診療所休診日

・境診療所 （☎82-2292）
：４月２７日（土）～５月６日（月・振）
・七合診療所（☎82-2781）
：４月２８日（日）～５月６日（月・振）※５月１日（水・祝）は休日当番医です。
・熊田診療所（☎88-2136）
：４月２８日（日）～５月６日（月・振）

ごみ関連

水道事業関連

児童手当の手続き

４月２８日～５月６日の診療体制

上下水道課
☎84-0411

こども課
☎83-1120

■生涯学習

診療を実施する医療機関（南那須地区）をお知らせします。
診療実施医療機関の診療時間は、各医療機関にお問い合わせください。
診療実施医療機関
休日当番医
月日
（診療時間：午前９時～午後５時） 那須烏山市
那珂川町
４月２８日 塩谷医院
（日） （☎88-2055）
４月２９日 滝田内科医院
（月・祝） （☎82-2544）
坂本クリニック
烏山台病院
（☎92-1166）
４月３０日 佐藤医院（那珂川町）
（☎82-2739） 高野病院
（火・休） （☎96-2841）
水沼医院（午前）（☎92-2520）
（☎84-0001） 鈴木整形外科
（☎96-2811）
坂本クリニック
（☎92-1166）
５月１日 七合診療所
塩谷医院（午前）佐藤医院
（水・祝） （☎82-2781）
（☎88-2055） （☎96-2841）
高野病院
（☎92-2520）
烏山台病院
佐藤医院（午前）
５月２日 林田医院
（☎82-2739） （☎96-2841）
（木・休） （☎88-2056）
塩谷医院
高野病院
（☎88-2055） （☎92-2520）
５月３日 白寄医院（那珂川町）
（金・祝） （☎92-2710）
５月４日 水沼医院
（土・祝） （☎84-0001）
５月５日 鈴木整形外科（那珂川町）
（日・祝） （☎96-2811）
５月６日 山野クリニック
（月・振） （☎84-3850）

【那須南病院からのお知らせ】
休日体制により、救急患者のみの受け付けとなります。重症の人が優先
となりますので、軽症の人はなるべく休日当番医を受診してください。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

地域ふれあい活動事業補助金
自治会や地域のコミュニティ団体が中心となり実施する、明るく住
みよい地域社会をつくるための地域活動経費の一部を補助します。
◇期間 ４月１日（月）～平成３２年（２０２０年）３月３１日（火）
◇対象 市内の自治会等の団体が、世代間交流を図りながら１年間計
画的に行う、地域ふれあい活動事業
（対象経費）報償費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、使用料・賃
借料等
（事業例）・市職員出前講座（必ず１回以上行う）
・地域の運動会、お祭
・レクリエーション大会
・農業体験や花づくり運動
・ボランティア活動
・昔遊びや伝統芸能の伝承等
※市職員出前講座メニューは、
「おたのしみプラン」の４ページを参照
してください。
◇補助額 年間総事業費の２分の１以内（限度額３０，０００円）
◇要件 ・地域全体で活動に取り組むための組織を作ること。
・活動は、子どもから大人までのあらゆる年齢層を対象とし、
特に地域での体験活動に重点をおくこと。
・年間を通して４回以上の活動を行うこと。その内１回以上
の活動で、市職員出前講座を利用すること。
・花づくり運動に積極的に取り組むこと。
・将来にわたり市の助成に頼らず、自主的・継続的に行える
ような活動に取り組むこと。
・平成２９年度から数えて３年連続同内容での申し込みはで
きません。１つ以上の新規事業が必要です。
◇申込 ７月１日（月）までに申請書（下記備付）に必要事項を記入
し、下記あて申し込む。
※申請書は南那須庁舎生涯学習課と烏山公民館の窓口に設置するほか、
５月の行政区長会議で配布します。
■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３

花いっぱい運動参加団体募集

■年金
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

地域住民が一体となり、市内を花と緑あふれる明るく夢いっぱいの
住みよいまちにすることを目標に「花いっぱい運動」を実施します。
年間を通して活動する団体を募集します。ぜひ、ご参加ください。
◇期間 ４月１日（月）～平成３２年（２０２０年）３月３１日（火）
◇実施場所 市内の沿道や多くの人の目に触れる場所および公民館
等の公共施設
◇実施主体 市内の自治会、いきいきクラブ、育成会、公民館等の団
体または各種団体・サークル等の団体
◇実施要件 ・実施花壇は、交通に支障のないよう配慮すること。
・花の種類は自由です。
（種子や苗は各団体で用意）
・花壇の除草作業等、景観維持にも努めること。
・年間を通して“花いっぱい運動”を実施すること。
◇交付金 花壇面積に応じて交付金を交付します。交付金額は１ａあ
たり５，０００円（限度額１５，０００円）です。
※１ａに満たない場合の交付金額も５，０００円としますが、対象最
低面積は０．２５ａ以上、プランター３０個以上とします。
◇申込 ７月１日（月）までに参加申込書（下記備付）に必要事項を
記入し、下記あて申し込む。
※活動完了後、実施報告書の提出していただき、交付確定をします。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
平成３１年４月から産前産後期間（出産予定日または出産日が属す
る月の前月から４か月間）の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の
３か月前から６か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。
（死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。
）
◇対象 国民年金第１号被保険者で出産日が平成３１年２月１日以降の人

【出産前に届出をする場合】
◇必要書類
・母子健康手帳、医療機関が発行した証明書等出産予定日が確認で
きる書類
・基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
・印かん
・本人確認ができる書類（運転免許証等）

【出産後に届出をする場合】
◇必要書類
・母子健康手帳、その他出産の日および親子関係が確認できる書類
・基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
・印かん
・本人確認ができる書類（運転免許証等）

※「現地確認」は７月から１２月の間に行いますが、花付の良い時期や、
年間を通しての作業（花壇の手入れ、花植え）風景や季節ごと（現地確
認時期以外）の花壇等を撮影し、実施報告書へ写真を添付していただき
ます。

※参加団体の花壇を撮影した写真を公民館等に掲示します。
■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３

【共通事項】
◇届出時期 出産予定日の６か月前から届け出が可能です。
◇届出先 市役所市民課（烏山庁舎、南那須庁舎）
※産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして
老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※付加保険料については、産前産後期間も納付することができます。
■問合 市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０
市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６
日本年金機構宇都宮東年金事務所
☎０２８－６８３－３２１１

■広報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

平成３１年度広報カレンダー
広報カレンダーは、３月下旬より下記施設で配布しています。
なお、外出困難等により下記施設で入手することができない人に限
り郵送しますので、下記あてお問い合わせください。
（数に限りがあり
ますので、入手できなかった場合は、あしからずご了承ください。
）
◇配布場所 烏山庁舎（総合政策課・正面玄関フロア）
、南那須庁舎
（正面玄関フロア）
、保健福祉センター、烏山公民館、南
那須図書館、烏山図書館
■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

第 1 回 脳元気教室
認知症に関する普及・啓発・早期発見・予防活動に関し、健康長寿
サポーターが企画・運営する教室です。気軽にご参加ください。
◇日時 ５月９日（木）午前１０時～１１時３０分
◇場所 烏山体育館
◇内容 コグニサイズ（認知症予防運動プログラム）
◇対象 おおむね６５歳以上の市民
◇費用 無料
◇持物 飲物等
◇申込 初めて参加する人は、４月２６日（金）までに電話等で下記
あて申し込む。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

農作物の凍霜害等防止対策
５月１５日までの間を「農作物凍霜害防止対策期間」とし、農作物
の凍霜害に対する被害軽減策や被害後の適切な対応策などの周知徹底
を図っています。農業者は、晩霜情報や天気予報等により情報を収集
し、早めの防止対策に努めましょう。
※県では、気象災害による農業被害を未然に防止するために「とちぎ
農業防災メール」を配信しています。詳細は、県ホームページより
ご確認ください。
■問合 農政課農政振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７

５月に７０歳を迎える人へ
いきいき温泉入浴証を交付します

林道沿いの樹木等の管理について

◇内容 下記施設の入浴料が２００円割引されます。
・烏山城温泉（烏山城カントリークラブ）
・大金温泉（大金温泉グランドホテル）
◇対象 市内在住で７０歳以上になる人
（昭和２４年５月３１日以前生まれの人）
※昭和２４年４月３０日以前に生まれた人の新規申し込みおよび再交
付は随時受け付けします。
◇申込 電話等で下記あて申し込む。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

【林道沿いの土地所有者へ】
林道上に樹木の枝が張り出していると、自動車等の通行の妨げにな
ります。また、倒木により通行人が怪我をしたり車が破損したりした
場合、樹木の所有者に賠償責任が問われる場合もありますので、所有
者は、枝払いや伐採等の適正な管理をお願いします。

【林道を利用する人へ】
大雨・強風時は、通行に十分注意してください。
■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７
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女性のための健康講座

風しん予防接種の助成

昨年度好評だったため、今年度は回数を増やし開催します。自分の
ため・家族のために健康について考える時間をつくってみませんか？
◇日程
月日

◇対象 市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人で、これまで
に助成を受けたことがない人
・１９歳以上４９歳以下の妊娠を予定するまたは希望する女
性とその配偶者（年齢基準日は接種日当日）
・妊娠している女性の配偶者
◇助成金額 ・風しんワクチン ３，０００円
・麻しん風しんワクチン ５，０００円
◇接種券申請窓口
健康福祉課（保健福祉センター）または市民課（烏山庁舎）窓口
◇申請に必要なもの 印かん、健康保険証
※接種券の申請後、
かかりつけ医等に予約し接種してください。
（有効
期限の切れた接種券は使用できません。改めて申請してください。
）
※市外医療機関で接種する人は事前に下記あてお問い合わせください。
※接種費用を全額支払った場合の助成金申請は、
「領収書、印かん、予
診票、振込先の口座番号等」が分かるものを下記まで持参し、接種
日からおおむね１か月以内に申請してください。
（期限を過ぎた場
合、助成対象とならない場合があります。
）
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

内容等

５月１１日（土）
午前１０時～正午
受付：９時３０分～

内容

講話：女性のからだとこころ

講師

きうち産婦人科医院
助産師 浅川まり子 氏
国際中医薬膳師 小鮒千文 氏

申込日

７月６日（土）
午前１０時～正午
受付：９時３０分～

内容

運動：バレエエクササイズ

講師

バレエヨガインストラクター
飯塚弘美 氏

申込日

９月２９日（日）
午前１０時～正午
受付：９時３０分～

１１月３０日（土）
午前１０時～正午
受付：９時３０分～

１月１８日（土）
午前１０時～午後１時
受付：９時３０分～

４月１６日（火）～５月７日（火）

６月１８日（火）～７月１日（月）

内容

運動：ＺＵＭＢＡ

講師

K＠Dance-EX インストラクター
影山靖代 氏

申込日

９月３日（火）～１７日（火）

内容

運動：バランスボール

講師

マドレボニータインストラクター
佐藤直子 氏

申込日

１１月５日（火）～１８日（月）

内容

調理：腸内環境を整え美肌になる食事

講師

国際中医薬膳師 小鮒千文 氏

申込日

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の助成
◇対象 市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人で、これまで
に助成を受けたことがない人
・６５歳以上の人
・６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを
有する人（身体障害者手帳１級相当）
※年齢基準日は平成３２年（２０２０年）３月３１日
◇助成金額 ４，０００円上限
◇接種券申請窓口
健康福祉課（保健福祉センター）または市民課（烏山庁舎）
◇申請に必要なもの 印かん、健康保険証
※接種券の申請後、
かかりつけ医等に予約し接種してください。
（有効
期限の切れた接種券は使用できません。改めて申請してください。
）
※市外医療機関で接種する人は事前に下記あてお問い合わせください。
※接種費用を全額支払った場合の助成金申請は、
「領収書、印かん、予
診票、振込先の口座番号等が分かるもの」を下記あて持参し、接種
日からおおむね１か月以内に申請してください。
（期限を過ぎた場
合、助成対象とならない場合があります。
）
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

１２月１７日（火）～１月８日（水）

◇対象 ２０代～５０代で市内に住所がある女性 各回２０名
◇場所 保健福祉センター
◇申込 各講座ごとに受け付けします。定員になり次第、受け付けを
終了します。
◇費用 各講座５００円（調理は別途徴収あり。
）
◇持物 全講座：筆記用具・飲物、運動講座：動きやすい服装・ヨガ
マットまたはバスタオル、調理講座：エプロン・三角巾
※託児については要相談
※この事業は「なすから健康マイレージ事業」対象事業です。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

子育て支援センター きらきら
【５月のおたんじょうかい】

特定健診・がん検診等日程

◇日時
◇場所
◇内容
◇対象
◇申込

◇日程
期日

場所

受付時間

５月２１日（火）
境公民館（上境２９０－１）
５月２２日（水）
５月２４日（金） 志鳥地区公民館（志鳥９３０）

■■■■■■■■■■

５月８日（水）午前１０時～１１時
子育て支援センターきらきら
お楽しみシアター、お誕生カード作り等
５月生まれの未就園児と保護者１０組程度
４月２６日（金）までに下記あて申し込む。

【いちご狩りに行こう】

午前８時３０分
～１０時３０分

◇日時 ５月１３日（月）午前９時５０分（小雨決行、雨天順延）
受付：午前１０時～１１時
◇場所 ふじた体験むら観光いちご園
（集合：ふじた体験むら駐車場）
◇内容 親子でいちご狩りを楽しみましょう
◇対象 未就園児と保護者２０組
◇持物 汚れてもよい服装、おしぼり
◇費用 親子１組につき５００円
◇申込 ５月７日（火）までに下記あて申し込む。
■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１

５月２７日（月） 向田体育館（向田２１８７）
※番号札は、受付開始時間３０分前から配布します。
※予約者には健診実施日の１０日前までに「集団健診のお知らせ」お
よび大腸がん検診キットを送付します。
※特定健診を受ける人は保険証、特定健診受診券（国民健康保険・後
期高齢者医療保険加入の人は５月中旬に発送予定）
を持参ください。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５
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こども館の催し物

那須烏山若鮎クラブ 参加者募集

【こいのぼりをつくろう】

市内の小学生を対象に、週末における自然体験活動などの様々な体
験や交流活動ができる事業を行います。
◇期間 ５月２６日（日）～平成３２年（２０２０年）３月７日（土）
※おおむね土曜日に開催します。
（全１１回）
◇内容 川・山などを使った自然体験教室、地域の文化の学習、昔遊
び教室、料理教室、田植えなど様々です。
◇対象 市内の小学 1 年生～５年生（定員２０名）
※定員を超えた場合は抽選となります。また、年間を通して参加でき
る人を募集しています。
（途中からの参加はできません。
）
◇活動場所 烏山公民館および現地
◇費用 ・年間会費は申し込み者に通知します。
・教室ごとに実費負担有り。
（保険代含む。
）
・その他内容等により材料代、交通費等実費がかかります。
※集合・解散場所まで保護者の送迎となります。
◇申込 ４月１０日（水）～２４日（水）午前８時３０分から午後５
時１５分までに申込書（下記備付または全世帯配布の「おた
のしみプラン」に記載）に必要事項を記入し、下記あて申し
込む。
（郵送、ＦＡＸ可）
※学校を通した申し込みは受け付けていません。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２
ＦＡＸ０２８７－８３－２７６０
〒３２１－０６２１ 中央２－１３－８

◇日時 ４月２１日（日）～２４日（水）午前９時～午後４時
※２２日（月）を除く。
◇対象 小学生以下とその保護者等
◇申込 事前申し込みは不要です。時間内に自由にご参加ください。
※場所はこども館です。月曜日・祝日は休館です。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

■公民館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

※烏山公民館事務室は、月曜日、毎月第３日曜日、祝日およ
び年末年始はお休みです。

公民館講座
【
「日光文学史講座」参加者募集】
歴史を学び見聞を広げる講座です。
◇日時 ・５月１１日（土）午前１０時～１１時３０分
・５月２５日（土）午前１０時～１１時３０分
・６月１日（土）午前１０時～１１時３０分
・６月８日（土）現地研修：午前８時３０分～午後４時３０分
◇場所 烏山公民館
◇内容 江戸から昭和の文学と地域史を学びます。
◇講師 柳原一興 氏
◇対象 市内在住または在勤の人 ２５名
◇費用 現地研修：入館料、昼食代２，５００円程度
◇持物 現地研修：飲物、タオル、動きやすい服装

■スポーツ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

春季男女混合バレーボール大会

【
「農業体験教室」参加者募集】
旬の野菜を栽培しませんか。格別のおいしさですよ！
◇日時 ①５月７日（火）
、②６月１１日（火）
、③８月２０日（火）
、
④９月１７日（火）
※時間はすべて午前９時～１１時です。
◇場所 ①南那須公民館第 1 会議室、借地（大金地内）
②～④借地（大金地内）
◇内容 季節の野菜を栽培・管理して、収穫の喜びを味わう。
◇講師 久郷良一 氏
◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名
◇費用 材料代実費
◇持物 第１回：筆記用具
第２回以降：くわ・草取り鎌、作業のできる服装

◇日時 ５月１３日（月）～１７日（金）午後７時３０分～
◇場所 烏山体育館、南那須中学校体育館
◇費用 １チーム１，０００円（代表者会議時に持参ください。
）
◇参加資格 市内在住・在勤・在学の中学生以上の男女で構成された
チーム
※男女比の制限なし。ただし、男性にはプレー制限があります。
◇代表者会議 日時：５月７日（火）午後７時３０分～
場所：烏山公民館１０４会議室
◇申込 代表者会議に出席することで申込とします。
■問合 市体協バレー部長（塩田）☎０９０－４６０２－２６６７

那須烏山市歩こう会月例会 参加者募集

【
「川漁師入門」参加者募集】

平成３１年度の那須烏山市歩こう会の開催予定です。楽しくウォー
キングをしてみませんか。ぜひ、ご参加ください。
◇日程等
実施日
行先
受付日

那珂川の魅力を体験しませんか。楽しさ満点です！
◇日時 ・友釣り
①５月１８日（土）午後２時～４時
②６月下旬 午前８時～１１時
③７月中旬 午前８時～１１時
・うなぎ釣り
④７月１６日（火）午後３時～５時
⑤８月８日（木）午後３時～５時
・もくずがに漁
⑥９月１５日（日）午前９時～１１時３０分
⑦１０月下旬 午前９時～１１時３０分
◇場所 ①④⑤南那須公民館第 1 会議室
②～⑦荒川および那珂川流域（後日地図を配付します。
）
◇内容 友釣り、うなぎ釣り、もくずがに漁の面白さを体験する。
◇講師 岡崎孝 氏、久郷良一 氏、平塚輝男 氏
◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名
◇費用 材料代等実費
◇持物 第１回：筆記用具、各活動に適した服装
※各回ごとに連絡します。

５月１９日（日） 渡良瀬遊水地ウォーク

４月２１日（日）

６月２３日（日） 駒止湿原・高清水湿原ウォーク

５月２６日（日）

８月４日（日） 那須平成の森
幸手彼岸花・入間中華ミュージ
アム
とちぎ健康の森・宇都宮城・
１０月２０日（日）
大谷
９月２１日（土）

１１月１６日（土） 花貫渓谷

７月２１日（日）
８月２５日（日）
９月２９日（日）
１１月２日（土）

１２月３日（火）
秩父夜祭り
～４日（水）

１０月２７日（日）

１月１９日（日） 恵方祭り（食事つき）

１２月１５日（日）

市内巡り・消防署見学（北駐車
場集合）
理事会・役員会
３月７日（土）
東力士蔵祭り
◇受付 上記受付日に烏山体育館で行います。
（午前８時～９時３０分）
◇費用 年会費１，０００円
■問合 歩こう会事務局（松本）☎０９０－１６６８－８４２２

２月１６日（日）

【共通事項】
◆申込 ４月２０日（土）～２７日（土）午前９時から午後５時まで
に電話等で下記あて申し込む。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２
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■図書館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■その他
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

図書館 催し物案内

第７回 横枕どろリンピック

【南那須図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇内容
■問合

◇日時 ４月３０日（火・休）午前１０時～（受付：午前９時～）
◇場所 横枕公民館そばの田んぼ（横枕２２６）
※駐車場は、(株)成田製作所駐車場および周辺臨時駐車場です。
◇内容 田んぼでの競技会（宝さがし、だるまさんが転んだ、自転車
一本橋渡り、泥水リレー）
※各種模擬店も用意します。
■問合 横枕青年団事務局（澤村）☎０９０－２２２６－９５５５

４月２０日（土）午前１０時３０分～１１時
南那須図書館おはなしのへや
絵本の読み聞かせ等
南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

【烏山図書館 おたのしみ会】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容

４月２０日（土）午後２時～３時
烏山図書館児童コーナー
烏山図書館ボランティア「たんぽぽ」
絵本・紙芝居の読み聞かせ、エプロンシアター、工作等

聴こうよクラシック 参加者募集
◇日時 毎月第３日曜日 午後２時～４時
◇場所 烏山南公民館（旧野上小学校）
◇内容 みんなで一緒にクラシック音楽をレコードで聴いて、音楽へ
の思いを語り合いましょう
◇対象 どなたでも
◇費用 無料
■問合 聴こうよクラシック（大久保）☎０９０－４７１０－００３６

【烏山図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇内容
■問合

４月２７日（土）午後２時～２時３０分
烏山図書館児童コーナー
絵本の読み聞かせ等
烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

こどもの読書週間イベント
【各館共通：オリジナル缶バッジプレゼント】

■行事予定

◇期間 ４月２３日（火）～ ※数量限定、なくなり次第終了です。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【各館共通：クチコミカードを書いてガチャポンしよう！】
◇期間 ・南那須図書館 ４月２０日（土）～５月５日（日・祝）
・烏山図書館 ４月２７日（土）～５月１２日（日）
◇内容 図書館で配布する「クチコミカード」におすすめする本を書
くと、１人１日１回ガチャポンができます。

■■■■■■■■■■

４月下半期の行事予定
日 曜日

【南那須図書館】

行事予定

１６ 火 狂犬病集合予防注射（第 1 次）烏山地区

◇日時 ４月２７日（土）午前９時３０分～午後３時
◇場所 南那須図書館展示ホール
◇内容 ・さかな釣りゲーム＆クイズで抽選会に挑戦！
釣り上げた魚の形をしたカードに付いている、かんたん
なクイズに３問答えると、おたのしみ抽選会に参加でき
ます。
（賞品がなくなり次第終了です。
）
・かんたん工作（正午まで）
◇対象 当日に本を借りたお子さんが対象です。
◇雑誌付録プレゼント 応募期間中に本を５冊以上借りた人（年齢問
わず）に応募券を差し上げます。
・応募期間：４月２５日（木）～５月５日（日・祝）
・抽選結果：５月１０日（金）館内掲示
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

心配ごと相談
一般男子ソフトボール大会（～19 日）
窓口業務延長（～19:00）
１８ 木
向田地区グラウンド・ゴルフ大会

保健福祉センター
烏山運動公園
烏山庁舎・保健福祉センター
烏山運動公園

１９ 金 交通事故相談

県南那須庁舎

１７ 水

なのはなリサイクル
こども館
２０ 土 おはなし会 10:30～11:00
南那須図書館
おたのしみ会 14:00～15:00
烏山図書館
【休日当番医】坂本ｸﾘﾆｯｸ（那珂川町） ☎0287-92-1166
２１ 日
狂犬病集合予防注射（第 1 次）南那須地区
１歳児相談受付 9:30～9:45
保健福祉センター
２２ 月 １歳６か月児健診受付 13:00～13:30 保健福祉センター
狂犬病集合予防注射（第 1 次）南那須地区
２歳６か月児相談受付9:30～9:45 保健福祉センター
４か月児健診受付 13:00～13:30
保健福祉センター
２３ 火
こどもの読書週間（～5/12）
狂犬病集合予防注射（第 1 次）南那須地区
行政相談
烏山庁舎
２４ 水 ５歳児相談受付 9:30～9:45
保健福祉センター
８か月児健診受付 13:00～13:30
保健福祉センター
窓口業務延長（～19:00）
烏山庁舎・保健福祉センター
２５ 木
離乳食相談（要予約）
保健福祉センター
２歳児相談受付 9:30～9:45
保健福祉センター
２６ 金
３歳児健診受付 13:00～13:30
保健福祉センター
こどもの読書週間イベント 9:30～15:00 南那須図書館
２７ 土
おはなし会 14:00～14:30
烏山図書館
【休日当番医】塩谷医院
☎0287-88-2055
２８ 日
第７４回国民体育大会アーチェリー競技栃木県予選会 大桶運動公園
昭和の日
２９ 月 【休日当番医】滝田内科医院
☎0287-82-2544
第１４回那須烏山市弓道大会
烏山弓道場
即位の日
３０ 火
【休日当番医】佐藤医院（那珂川町） ☎0287-96-2841
※水・日曜 子育て支援「ぴよぴよ広場」10:30～ こども館
※木曜 子育て支援「移動出前サロン」9:00～ 三箇公民館

【烏山図書館】
◇日時 ５月４日（土・祝）午前９時３０分～午後６時
◇内容 ・千本つり大会
本を借りて、千本つり（ひも引き）にチャレンジ！お菓子・
おもちゃ等が当たります。
（賞品がなくなり次第終了です。
）
■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

■道路管理
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

道路の花いっぱい事業 参加団体の募集
栃木県道路愛護連合会では、花と緑のある道路環境の美化や自然環
境の保全等を目的として、道路の花いっぱい事業を実施します。
◇内容 道路の緑地帯、空き地等への草花等の植栽・管理
◇対象 自治会、老人会、子供会等（おおむね１０名以上）
◇申込 ５月１７日（金）までに申込書（下記備付）に団体名、代表
者住所、氏名、電話、実施路線、箇所、長さ、作業内容（植
栽する花の種類）を明記し、下記あて申し込む。
※交付金（３，０００円程度）を交付しますので、後日、作業風景・
開花風景の写真を提出してください。
■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８
-6-

